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AWS CDK とは
AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) 開発者ガイドへようこそ。このドキュメントではAWS CDK、
コードでクラウドインフラストラクチャを定義し、を通じてプロビジョニングするためのフレームワーク
について説明しますAWS CloudFormation。

Note

CDK は v1 と v2 の 2 つのメジャーバージョンでリリースされています。これはAWS CDK v2 の
開発者ガイドです。以前の CDK v1 は、2022 年 6 月 1 日にメンテナンスに入りました。CDK v1 
Support は 2023 年 6 月 1 日に終了します。

AWS CDK を使用すると、プログラミング言語の優れた表現力を活かして、信頼性が高く、スケーラブル
で、コスト効率の高いアプリケーションをクラウドで構築できます。このアプローチには、次のような多
くのメリットがあります。

• AWSリソースに適切で安全なデフォルトを自動的に提供する高レベルの構造を使用して構築し、より少
ないコードでより多くのインフラストラクチャを定義できます。

• パラメーター、条件、ループ、構成、継承などのプログラミングイディオムを使用して、AWSや他の人
が提供するビルディングブロックからシステム設計をモデル化します。

• インフラストラクチャ、アプリケーションコード、構成をすべて1か所にまとめることで、すべてのマイ
ルストーンで完全なクラウド導入可能なシステムを確保できます。

• コードレビュー、ユニットテスト、ソース管理などのソフトウェアエンジニアリング手法を採用して、
インフラストラクチャをより堅牢にします。

• シンプルかつインテント指向の API を使用して、AWSリソースを (スタック間でも) Connect し、権限
を付与します。

• AWS CloudFormation既存のテンプレートをインポートして、リソースに CDK API を提供します。
• AWS CloudFormationの機能を活用して、インフラストラクチャのデプロイを予測どおりに繰り返し実

行し、エラー発生時にロールバックすることも可能です。
• インフラストラクチャの設計パターンを、組織内のチーム間または一般ユーザーと簡単に共有できま

す。

は TypeScript、、Python JavaScript、Java、C#/.Net、および GoAWS CDK をサポートしています。開
発者は、サポートされているこれらのプログラミング言語のいずれかを使用して、と呼ばれる再利用可能
なクラウドコンポーネントを定義できますコンストラクト (p. 87)。スタック (p. 108)アプリケーショ
ン (p. 103)これらを一緒におよびに構成します。
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なぜ AWS CDK を使用するのですか？

なぜ AWS CDK を使用するのですか？
説明するよりも見せるほうが簡単です！AWS Fargate起動タイプの Amazon ECS サービスを作成する 
CDK コードを次に示します (これはで使用するコードですthe section called “ECS” (p. 243))。

TypeScript

export class MyEcsConstructStack extends Stack { 
  constructor(scope: App, id: string, props?: StackProps) { 
    super(scope, id, props); 

    const vpc = new ec2.Vpc(this, "MyVpc", { 
      maxAzs: 3 // Default is all AZs in region 
    }); 

    const cluster = new ecs.Cluster(this, "MyCluster", { 
      vpc: vpc 
    }); 

    // Create a load-balanced Fargate service and make it public 
    new ecs_patterns.ApplicationLoadBalancedFargateService(this, "MyFargateService", { 
      cluster: cluster, // Required 
      cpu: 512, // Default is 256 
      desiredCount: 6, // Default is 1 
      taskImageOptions: { image: ecs.ContainerImage.fromRegistry("amazon/amazon-ecs-
sample") }, 
      memoryLimitMiB: 2048, // Default is 512 

Version 2
2



AWS Cloud Development Kit (AWS 
CDK) v2 デベロッパーガイド

なぜ AWS CDK を使用するのですか？

      publicLoadBalancer: true // Default is false 
    }); 
  }
}

JavaScript

class MyEcsConstructStack extends Stack { 
  constructor(scope, id, props) { 
    super(scope, id, props); 

    const vpc = new ec2.Vpc(this, "MyVpc", { 
      maxAzs: 3 // Default is all AZs in region 
    }); 

    const cluster = new ecs.Cluster(this, "MyCluster", { 
      vpc: vpc 
    }); 

    // Create a load-balanced Fargate service and make it public 
    new ecs_patterns.ApplicationLoadBalancedFargateService(this, "MyFargateService", { 
      cluster: cluster, // Required 
      cpu: 512, // Default is 256 
      desiredCount: 6, // Default is 1 
      taskImageOptions: { image: ecs.ContainerImage.fromRegistry("amazon/amazon-ecs-
sample") }, 
      memoryLimitMiB: 2048, // Default is 512 
      publicLoadBalancer: true // Default is false 
    }); 
  }
}

module.exports = { MyEcsConstructStack }

Python

class MyEcsConstructStack(Stack): 

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

        vpc = ec2.Vpc(self, "MyVpc", max_azs=3)     # default is all AZs in region 

        cluster = ecs.Cluster(self, "MyCluster", vpc=vpc) 

        ecs_patterns.ApplicationLoadBalancedFargateService(self, "MyFargateService", 
            cluster=cluster,            # Required 
            cpu=512,                    # Default is 256 
            desired_count=6,            # Default is 1 
            task_image_options=ecs_patterns.ApplicationLoadBalancedTaskImageOptions( 
                image=ecs.ContainerImage.from_registry("amazon/amazon-ecs-sample")), 
            memory_limit_mib=2048,      # Default is 512 
            public_load_balancer=True)  # Default is False

Java

public class MyEcsConstructStack extends Stack { 

    public MyEcsConstructStack(final Construct scope, final String id) { 
        this(scope, id, null); 
    } 
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    public MyEcsConstructStack(final Construct scope, final String id, 
            StackProps props) { 
        super(scope, id, props); 

        Vpc vpc = Vpc.Builder.create(this, "MyVpc").maxAzs(3).build(); 

        Cluster cluster = Cluster.Builder.create(this, "MyCluster") 
                .vpc(vpc).build(); 

        ApplicationLoadBalancedFargateService.Builder.create(this, "MyFargateService") 
                .cluster(cluster) 
                .cpu(512) 
                .desiredCount(6) 
                .taskImageOptions( 
                       ApplicationLoadBalancedTaskImageOptions.builder() 
                               .image(ContainerImage 
                                       .fromRegistry("amazon/amazon-ecs-sample")) 
                               .build()).memoryLimitMiB(2048) 
                .publicLoadBalancer(true).build(); 
    }
}

C#

public class MyEcsConstructStack : Stack
{ 
    public MyEcsConstructStack(Construct scope, string id, IStackProps props=null) : 
 base(scope, id, props) 
    { 
        var vpc = new Vpc(this, "MyVpc", new VpcProps 
        { 
            MaxAzs = 3 
        }); 

        var cluster = new Cluster(this, "MyCluster", new ClusterProps 
        { 
            Vpc = vpc 
        }); 

        new ApplicationLoadBalancedFargateService(this, "MyFargateService",  
            new ApplicationLoadBalancedFargateServiceProps 
        { 
            Cluster = cluster, 
            Cpu = 512, 
            DesiredCount = 6, 
            TaskImageOptions = new ApplicationLoadBalancedTaskImageOptions 
            { 
                Image = ContainerImage.FromRegistry("amazon/amazon-ecs-sample") 
            }, 
            MemoryLimitMiB = 2048, 
            PublicLoadBalancer = true, 
        }); 
    }
}

Go

func NewMyEcsConstructStack(scope constructs.Construct, id string, props 
 *MyEcsConstructStackProps) awscdk.Stack { 

 var sprops awscdk.StackProps 

 if props != nil { 
  sprops = props.StackProps 
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 } 

 stack := awscdk.NewStack(scope, &id, sprops) 

 vpc := awsec2.NewVpc(stack, jsii.String("MyVpc"), &awsec2.VpcProps{ 
  MaxAzs: jsii.Number(3), // Default is all AZs in region 
 }) 

 cluster := awsecs.NewCluster(stack, jsii.String("MyCluster"), &awsecs.ClusterProps{ 
  Vpc: vpc, 
 }) 

 awsecspatterns.NewApplicationLoadBalancedFargateService(stack, 
 jsii.String("MyFargateService"), 
  &awsecspatterns.ApplicationLoadBalancedFargateServiceProps{ 
   Cluster:        cluster,           // required 
   Cpu:            jsii.Number(512),  // default is 256 
   DesiredCount:   jsii.Number(5),    // default is 1 
   MemoryLimitMiB: jsii.Number(2048), // Default is 512 
   TaskImageOptions: &awsecspatterns.ApplicationLoadBalancedTaskImageOptions{ 
    Image: awsecs.ContainerImage_FromRegistry(jsii.String("amazon/amazon-ecs-sample"), 
 nil), 
   }, 
   PublicLoadBalancer: jsii.Bool(true), // Default is false 
  }) 

 return stack

}

このクラスは 500AWS CloudFormation 行を超えるテンプレートを生成します。AWS CDKアプリをデプロ
イすると、次のタイプの 50 を超えるリソースが生成されます。

• AWS::EC2::EIP
• AWS::EC2::InternetGateway
• AWS::EC2::NatGateway
• AWS::EC2::Route
• AWS::EC2::RouteTable
• AWS::EC2::SecurityGroup
• AWS::EC2::Subnet
• AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
• AWS::EC2::VPCGatewayAttachment
• AWS::EC2::VPC
• AWS::ECS::Cluster
• AWS::ECS::Service
• AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener
• AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
• AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup
• AWS::IAM::Policy
• AWS::IAM::Role
• AWS::Logs::LogGroup

そして、IDE またはエディタ内でのコード補完も忘れないようにしましょう。
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による開発AWS CDK
初めての CDK アプリを簡単にセットアップして作成できます (p. 9) (p. 16)。このガイドでは、で
サポートされているプログラミング言語（、、Python、Java TypeScript JavaScript、C#）AWS CDKの短
いコード例を用意しています。 GitHubより長い例はリポジトリにあります。

AWS CDKツールキットは (p. 305)、CDK アプリケーションを操作するためのコマンドラインツールで
す。AWS CDK開発者はツールキットを使用して、AWS CloudFormationテンプレートなどのアーティファ
クトを合成したり、AWS開発アカウントにスタックをデプロイしたりできます。diffデプロイされたスタッ
クと照合して、コード変更の影響を理解することもできます。

AWSConstruct Library (p. 87)AWS には各サービスのコンストラクトが用意されており、その多くが高
レベルの抽象化を提供する「豊富な」API を備えています。AWSConstruct Library の目的は、AWSさま
ざまなサービスを統合して目標を達成する際に必要となる複雑さとグルーロジックを軽減することです
AWS。

Note

は無償で使用できますがAWS CDK、AWSAWS請求対象リソースの作成や使用には料金が これに
は、Amazon EC2 インスタンスの実行や Amazon S3 ストレージの使用が含まれる場合がありま
す。AWS価格計算ツールを使用して、AWSさまざまなリソースの使用にかかる料金を見積もりま
す。
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コンストラクト・プログラミング・モデル (CPM) は、AWS CDKの背後にある概念を他の領域にも拡張し
ます。CPM を使用するその他のツールには次のものがあります。

• テラフォーム用CDK (CDKtf)
• Kubernetes 用 CDK (CDK8)
• Projen、プロジェクト構成の構築用

Construct Hub は、などの CDKAWS CDK 用の構成ライブラリを検索して公開できるオンラインレジスト
リです。

その他のドキュメントとリソース
このガイドに加えて、AWS CDKユーザーには次のリソースが利用可能です。

• API リファレンス
• AWS CDKワークショップ
• Slack チャンネルを含む cdk.dev コミュニティハブ
• AWS CDK[例]
• CDK パターン
• 素晴らしい CDK
• AWSソリューション構成
• AWS開発者ブログ CDK カテゴリ
• スタック・オーバーフロー
• GitHub [リポジトリ]

• 問題点
• 例
• [ Documentation Source ]
• ライセンス
• [リリース]

• AWS CDKPGP キーを開く (p. 360)
• jsii OpenPGP キー (p. 361)

• AWS CDKCloud9 のサンプル
• AWS CloudFormation の概念
• AWS 用語集

CDK を使用したサーバーレスアプリのリソース
AWS CDKこれらのツールはと連携して、サーバーレスアプリケーションの開発と展開を簡素化できま
す。

• AWS Serverless Application Model
• AWS Chalice、Python サーバーレスマイクロフレームワーク
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への貢献AWS CDK
AWS CDKはオープンソースであるため、より優れたツールにするために貢献することをチームから奨励
しています。詳細については、「寄稿」を参照してください。

アマゾン ウェブ サービスについて
Amazon Web Services (AWS) は、デベロッパーがアプリケーションの開発時に使用できるデジタルイン
フラストラクチャサービスの集合体です。サービスには、演算能力、ストレージ、データベース、アプリ
ケーション同期（メッセージングとキューイング）があります。

AWS pay-as-you-go はサービスモデルを使用します。料金が発生するのは、ユーザー (すなわちユーザの
アプリケーション) が実際に使用したサービスの分のみです。また、をプロトタイプと実験用のプラット
フォームとして利用しやすくするためにAWS、AWSには無料利用枠も用意されています。枠では、サー
ビスを利用しても一定のレベル以下であれば無料です。AWSのコストと無料利用枠の詳細については、
「Test-DrivingAWS in the Free Usage Tier」(無料利用層でのテスト運用) を参照してください。

AWSアカウントを取得するには、aws.amazon.com にアクセスし、[AWSアカウントの作成] を選択しま
す。
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AWS CDK の開始方法
このトピックでは、AWS CDK重要な概念を紹介し、のインストール方法と設定方法について説明します
AWS CDK。完了すると、AWS CDK最初のアプリを作成する準備が整います (p. 16)。

あなたの経歴
AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)では、クラウドインフラストラクチャを、サポートされているプ
ログラミング言語のいずれかのコードとして定義できます。中級～上級レベルのAWSユーザーを対象とし
ています。

AWS人気のあるサービス、特に AWS Identity and Access Management(IAM) の経験があることが理想的で
す。AWSSDK または SDKAWS で使用するための認証情報がワークステーションにすでにある場合があり
ますAWS CLI。また、AWSリソースをプログラム的に操作した経験があるかもしれません。

AWS CloudFormationAWS CDKAWS CloudFormationプログラムの出力はテンプレートなので、に慣れて
いることも役に立ちます。

最後に、で使用するプログラミング言語に習熟している必要がありますAWS CDK。

主要なコンセプト
AWS CDKは、いくつかの重要な概念に基づいて設計されています。ここではそのいくつかを簡単に紹介
します。リンクをクリックして詳細を確認するか、このガイドの目次にある「コンセプト」トピックを参
照してください。

AWS CDKアプリとは (p. 103)、Python、Java TypeScript JavaScript、C#、または Go で記述されたアプ
リケーションで、AWS CDKAWSを使用してインフラストラクチャを定義します。アプリは 1 つ以上のス
タックを定義します (p. 108)。スタック (スタックと同等) には構成が含まれています (p. 87)。AWS 
CloudFormation各コンストラクトは、Amazon S3 バケット、Lambda 関数、または Amazon DynamoDB 
テーブルなど、1AWS つ以上の具体的なリソースを定義します。

構成 (およびスタックやアプリ) は、選択したプログラミング言語でクラス (型) として表されます。スタッ
ク内のコンストラクトをインスタンス化して宣言しAWS、明確に定義されたインターフェイスを使用して
コンストラクトを相互に接続します。

AWS CDKには、AWS CDKアプリやスタックを操作するためのコマンドラインツールである CDK Toolkit 
(CLI とも呼ばれる) が含まれています。ツールキットには他にも以下の機能があります。

• 1AWS CDKAWS CloudFormation つ以上のスタックをテンプレートと関連アセットに変換する (合成と
呼ばれるプロセス)

• AWSスタックをアカウントにデプロイする

AWS CDKには、AWSAWS構成ライブラリと呼ばれる構成ライブラリが含まれており、さまざまなモ
ジュールで構成されています。AWSライブラリには各サービスの構成が含まれています。メインの CDK 
パッケージが呼び出されaws-cdk-lib、AWS構成ライブラリの大部分が含まれています。また、ほとん
どの CDK アプリケーションで使用されているStack、Appなどの基本クラスも含まれています。
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メイン CDK パッケージの実際のパッケージ名は言語によって異なります。

TypeScript

インストール npm ###### aws-cdk-lib

[Import] (インポート) 'aws-cdk-lib' # cdk ########;

JavaScript

インストール npm ###### aws-cdk-lib

[Import] (インポート) ## cdk = ## ('aws-cdk-lib');

Python

インストール パイソン-m pip インストール aws-cdk-lib

[Import] (インポート) aws_cdk # cdk ########

Java

に追加pom.xml Group software.amazon.awscdk; artifact
aws-cdk-lib

[Import] (インポート) ###########.amazon.awscdk.app; (for 
example)

C#

インストール dotnet 追加パッケージ Amazon.cdk.lib

[Import] (インポート) Amazon.cdk ######

Go

インストール github.com/aws/aws-cdk-go /awscdk/v2 を入手し
てください

[Import] (インポート)
import ( 
  "github.com/aws/aws-cdk-go/awscdk/v2"
)

Note

を使用して CDK プロジェクトを作成した場合はcdk init、手動でインストールする必要はありま
せんaws-cdk-lib。
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コンストラクトには基本的に 3 つの種類があります。

• AWS CloudFormation-only または L1 (「レイヤー 1」の略)。これらの構成は、AWS CloudFormationで
定義されたリソースタイプに直接対応します。実際、AWS CloudFormationこれらの構成は仕様から自
動的に生成されます。そのため、AWS新しいサービスが開始されると、AWS CDKAWS CloudFormation
はその後すぐにサポートします。

AWS CloudFormationリソースには必ずで始まる名前が付いていますCfn。たとえば、Amazon 
S3CfnBucket サービスの場合、は Amazon S3 バケットの L1 コンストラクトです。

すべての L1 リソースが入っていますaws-cdk-lib。
• キュレーションまたはL2。これらの構成は、特定のユースケースに対応し、インフラストラクチャ開発

を簡素化するために、AWS CDKチームによって慎重に開発されています。ほとんどの場合、L1リソー
スをカプセル化して、適切なデフォルト設定とベストプラクティスのセキュリティポリシーを提供しま
す。たとえば、Bucketは Amazon S3 バケットの L2 コンストラクトです。

ライブラリは、プライマリ L2 リソースに必要なサポートリソースを定義することもできます。一部の
サービスでは、構成ライブラリに整理目的で複数の L2 名前空間があります。

aws-cdk-lib安定した、つまり本番環境で使用できると指定されている L2 コンストラクトが含まれ
ています。サービスのL2サポートがまだ開発中の場合、その構成は試験運用版として指定され、別のモ
ジュールで提供されます。

• パターンまたはL3。パターンは複数のリソースを宣言して、AWS特定のユースケースに対応するアーキ
テクチャ全体を作成します。すべての配管は既に接続されており、構成はいくつかの重要なパラメータ
に要約されます。

L2 コンストラクトと同様に、本番環境で使用できる (安定した) L3 コンストラクトはに含まれています
がaws-cdk-lib、まだ開発中の L3 コンストラクトは別のモジュールに含まれています。

最後に、constructsConstructパッケージには基本クラスが含まれています。Terraform 用の CDK や 
Kubernetes 用の CDK などAWS CDK、他のコンストラクトベースのツールでも使用されているため、独
自のパッケージに含まれています。

多数のサードパーティも、と互換性のある構成を公開していますAWS CDK。Construct Hub にアクセスし
て、AWS CDKコンストラクトパートナーのエコシステムをご覧ください。

サポートされているプログラミング言語
AWS CDKは、、、Python、Java TypeScript JavaScript、C#、および Go をファーストクラスでサポート
しています。少なくとも理論的には、他の JVM 言語や.NET CLR 言語も使用できます。ただし、現時点で
はサポートを提供できません。

多数の言語をサポートしやすくするために、AWS CDKは 1 つの言語 (TypeScript) で開発されています。
他の言語の言語バインディングは、JSIIというツールを使用して生成されます。

私たちは、AWS CDK各言語でのアプリ開発がその言語の通常の慣習に従うように苦労しました。こうす
ることで、 TypeScript たとえばPythonで書くのとは違って、AWS CDKアプリを書くのが自然に感じられ
ます。次の例を見てください。

TypeScript

const bucket = new s3.Bucket(this, 'MyBucket', { 
  bucketName: 'my-bucket', 
  versioned: true, 
  websiteRedirect: {hostName: 'aws.amazon.com'}});
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JavaScript

const bucket = new s3.Bucket(this, 'MyBucket', { 
  bucketName: 'my-bucket', 
  versioned: true, 
  websiteRedirect: {hostName: 'aws.amazon.com'}});

Python

bucket = s3.Bucket("MyBucket", bucket_name="my-bucket", versioned=True, 
            website_redirect=s3.RedirectTarget(host_name="aws.amazon.com"))

Java

Bucket bucket = Bucket.Builder.create(self, "MyBucket") 
                      .bucketName("my-bucket") 
                      .versioned(true) 
                      .websiteRedirect(new RedirectTarget.Builder() 
                          .hostName("aws.amazon.com").build()) 
                      .build();

C#

var bucket = new Bucket(this, "MyBucket", new BucketProps { 
                      BucketName = "my-bucket", 
                      Versioned  = true, 
                      WebsiteRedirect = new RedirectTarget { 
                              HostName = "aws.amazon.com" 
                      }});

Go

bucket := awss3.NewBucket(scope, jsii.String("MyBucket"), &awss3.BucketProps { 
 BucketName: jsii.String("my-bucket"), 
 Versioned: jsii.Bool(true), 
 WebsiteRedirect: &awss3.RedirectTarget { 
  HostName: jsii.String("aws.amazon.com"), 
 },
})

Note

これらのコードスニペットは説明のみを目的としています。それらは不完全で、そのままでは実
行されません。

AWS構成ライブラリは、NPM、、Maven、 NuGetなどの各言語の標準パッケージ管理ツールを使用して
配布されます。 PyPi各言語に対応したバージョンの AWS CDKAPI リファレンスもあります。

を好きな言語で使用できるように、このガイドにはサポートされている言語に関する次のトピックが含ま
れています。AWS CDK

• the section called “に TypeScript” (p. 32)
• the section called “に JavaScript” (p. 36)
• the section called “Python の場合” (p. 43)
• the section called “Java” (p. 48)
• the section called “C# で C# で” (p. 52)
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前提条件

• the section called “In Go” (p. 57)

TypeScript はがサポートする最初の言語でありAWS CDK、AWS CDK多くのサンプルコードが記述されて
います TypeScript。このガイドには、 TypeScript AWS CDKサポートされている他の言語で使用できるよ
うにコードを適応させる方法を具体的に示すトピックが含まれています。詳細については、「からの翻訳 
TypeScript (p. 79)」を参照してください。

前提条件
を使用するには、次の内容をインストールする必要がありますAWS CDK。

Python、Java、または C#AWS CDK で作業している開発者を含め、すべての開発者は Node.js 10.13.0 以
降を必要とします。サポートされているすべての言語は、Node.js 上で実行される同じバックエンドを使
用します。現時点で最新の 16.x リリースである、長期サポートが有効なバージョンをお勧めします。組織
によって推奨内容が異なる場合があります。

Important

Node.js バージョン 13.0.0 から 13.6.0 は、AWS CDK依存関係に互換性の問題があるため、との
互換性がありません。

まだ行っていない場合は、AWS認証情報とリージョンを使用してワークステーションを構成する必要があ
ります。AWSCLI がインストールされている場合は、次のコマンドを実行することをお勧めします。

aws configure

プロンプトが表示されたら、AWSアクセスキー、シークレットアクセスキー、デフォルトのリージョンを
入力します。

~/.aws/configand~/.aws/credentials (macOS/Linux) または AND%USERPROFILE%\.aws
\credentials (Windows)%USERPROFILE%\.aws\config ファイルを手動で作成または編集して、認証
情報とデフォルトのリージョンを含めることもできます。形式は以下のようになります。

• で、~/.aws/configまたは%USERPROFILE%\.aws\config

[default]
region=us-west-2

• で、~/.aws/credentialsまたは%USERPROFILE%\.aws\credentials

[default]
aws_access_key_id=AKIAI44QH8DHBEXAMPLE
aws_secret_access_key=je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY

Note

は、AWSを含む他のツールや SDKAWS CDK と同じ設定ファイルの認証情報を使用します
がAWS CLI、これらのツールとは動作が多少異なる場合があります。特に、credentialsファ
イルの名前付きプロファイルを使用する場合は、configリージョンを指定する同じ名前のプ
ロファイルが必要です。は、AWS CDK[default]のセクションからリージョンを読み取る
だけにとどまりませんconfig。また、「default」という名前のプロファイル (例[profile 
default]) は使用しないでください。AWS CDKが内部で使用する認証情報の設定の詳細につい
てはAWS SDK for JavaScript、「認証情報の設定」を参照してください。
AWS CDKAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)はネイティブでサポー
トしています。IAM Identity Center を CDK で使用するには、まずを使用してプロファイルを
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AWS CDK をインストールする

作成しますaws configure sso。次に、aws sso loginを使用してログインします。最後に、cdk--
profileAWS_PROFILEオプションまたは環境変数を使用してコマンドを発行するときに、このプロ
ファイルを指定します。

あるいは、環境変数AWS_ACCESS_KEY_IDAWS_SECRET_ACCESS_KEY、AWS_DEFAULT_REGIONおよびを
適切な値に設定することもできます。

Important

AWS day-to-day ルートアカウントをタスクに使用しないことを強くお勧めします。代わり
に、IAM でユーザーを作成し、その認証情報を CDK で使用してください。ベストプラクティス
は、このアカウントのアクセスキーを定期的に変更し、デプロイ時には最小権限ロール (指定--
role-arn) を使用することです。

その他の前提条件は、AWS CDKアプリケーションを開発する言語によって異なり、次のとおりです。

TypeScript

• TypeScript 3.8 以降 (npm -g install typescript)

JavaScript

追加要件なし
Python

• pipとを含む Python 3.7 以降virtualenv

Java

• Java デベロップメントキット (JDK) 8 (別名 1.8 以降)
• Apache Maven 3.5 以降

Java IDE を推奨します (このガイドの一部の例では Eclipse を使用しています)。IDE は Maven プロ
ジェクトをインポートできる必要があります。プロジェクトが Java 1.8 を使用するように設定されて
いることを確認します。JAVA_HOME 環境変数を JDK をインストールしたパスに設定します。

C#

.NET Core 3.1 以降、または .NET 6.0 以降。

ビジュアルスタジオ 2019 (すべてのエディション) またはビジュアルスタジオコードをお勧めしま
す。

Go

1.1.8 以降にしてください。

Note

サードパーティ言語の廃止：各言語バージョンは、ベンダーまたはコミュニティが共有する
EOL（EOL）（EOL）までのみサポートされ、事前の通知により変更される場合があります。

AWS CDK をインストールする
次の Node Package Manager コマンドを使用して、AWS CDKツールキットをグローバルにインストール
します。
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ブートストラッピング

npm install -g aws-cdk

次のコマンドを実行し、正しくインストールされていることを確認し、のバージョン番号を表示します
AWS CDK。

cdk --version

Note

CDK ツールキット v2 は既存の CDK v1 プロジェクトと連携します。ただし、新しい CDK v1 プ
ロジェクトを初期化することはできません。the section called “新しい前提条件” (p. 71)それが
可能かどうか、確認してください。

ブートストラッピング
AWS CDKを使用してスタックをデプロイするには、AWS CloudFormationデプロイ中に専用の Amazon 
S3 バケットとその他のコンテナを利用できるようにしておく必要があります。これらを作成することを
ブートストラップと呼びます (p. 196)。ブートストラップするには、以下を実行します。

cdk bootstrap aws://ACCOUNT-NUMBER/REGION

Tip

AWSアカウント番号が手元にない場合は、から入手できますAWS Management Console。また
は、AWS CLIをインストールしている場合は、次のコマンドを実行すると、アカウント番号を含
むデフォルトのアカウント情報が表示されます。

aws sts get-caller-identity

AWSローカル設定で名前付きプロファイルを作成した場合は、--profileオプションを使用して
特定のプロファイルのアカウント情報を表示できます。次の例は、prod プロファイルのアカウン
ト情報を表示する方法を示しています。

aws sts get-caller-identity --profile prod

デフォルトのリージョンを表示するには、を使用してくださいaws configure get。

aws configure get region
aws configure get region --profile prod

AWS CDKツール
AWS CDKToolkit（コマンドラインインターフェイス（CLI）は、AWS CDKアプリケーションを操作する
ために主に使用するツールです。コードを実行し、AWS CloudFormation生成したテンプレートを生成し
てデプロイします。また、デプロイ、差分、削除、トラブルシューティング機能も備えています。詳細に
ついては、「cdk --help」または「the section called “AWS CDK ツールキット” (p. 305)」を参照してくだ
さい。

AWSToolkit for Visual Studio Code は、アプリケーションの作成、デバッグ、デプロイに役立つ Visual 
Studio CodeAWS のオープンソースプラグインです。ツールキットは、AWS CDKアプリケーションを開
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次のステップ

発するための統合エクスペリエンスを提供します。AWS CDKプロジェクトを一覧表示したり、AWS CDK 
アプリケーションのさまざまなコンポーネントを参照したりするための CDK Explorer 機能が含まれてい
ます。プラグインをインストールして、AWS CDKExplorer の使用方法の詳細を確認してください。

次のステップ
つま先を浸した今、AWS CDKどこに行きますか?

• さあ入って、水は大丈夫だ！AWS CDK初めてのアプリを構築しましょう (p. 16)。
• より複雑なプロジェクトに関するより詳細なツアーについては、CDK ワークショップをお試しくださ

い。
• API リファレンスを参照して、AWSお気に入りのサービスで使用できる提供されている構成を調べ始め

てください。
• Construct Hub にアクセスして、CDK コミュニティからのコンストラクトや CDKAWS コミュニティか

らのコンストラクトを検索してください。
• the section called “環境” (p. 114)、、、the section called “アセット” (p. 163)the section 

called “ブートストラッピング” (p. 196)the section called “許可” (p. 177)、the section called 
“Context” (p. 185)アブストラクションとエスケープハッチ (p. 210)などの概念を深く掘り下げてくだ
さい。the section called “パラメータ” (p. 151)

• の使用例をご覧くださいAWS CDK.

AWS CDKは、オープンソースプロジェクトです。貢献したいですか？

AWS CDKはじめてのアプリ
ご利用開始にあたって (p. 9)AWS CDKアプリを書くための開発環境を読み込んで設定しました。素晴
らしい！それでは、AWS CDKAWS CDK可能な限りシンプルなアプリを作成して、を使用するとどのよう
な感じになるかを見てみましょう。

このチュートリアルでは、次の内容について学習します。

• AWS CDKプロジェクトの構造
• AWSAWS構成ライブラリを使用してコードを使用してリソースを定義する方法
• AWS CDKToolkit コマンドラインツールを使用してリソースのコレクションを合成、差分、デプロイす

る方法

AWS CDK標準開発ワークフローは、開発者がすでに慣れ親しんでいるものと似ていますが、追加の手順
はわずかです。

1. が提供するテンプレートからアプリを作成しますAWS CDK。
2. スタック内にリソースを作成するコードをアプリに追加します。
3. (オプション) アプリケーションをビルドします。(忘れてしまった場合は、AWS CDKツールキットが代

わりにこれを行います。)
4. アプリ内の 1AWS CloudFormation つ以上のスタックを合成してテンプレートを作成します。
5. 1AWS つまたは複数のスタックをアカウントにデプロイします。

ビルドステップは構文エラーとタイプエラーをキャッチします。合成ステップでは、AWSリソースを定義
する際の論理エラーを検出します。デプロイでは権限の問題が見つかる可能性があります。いつものよう
に、コードに戻って問題を見つけて修正し、ビルド、合成、デプロイを再度行います。
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アプリを作成する

Tip

AWS CDKコードをバージョン管理下に置いておくことを忘れないでください。

このチュートリアルでは、AWS CloudFormationプロジェクトの初期化から作成されたテンプレート
のデプロイまで、AWS CDK簡単なアプリの作成とデプロイについて説明します。アプリケーションに
は、Amazon S3 バケットという 1 つのリソースを含むスタックが 1 つ含まれています。

また、変更を加えて再デプロイするとどうなるか、完了したらクリーンアップする方法についても説明し
ます。

アプリを作成する
AWS CDK各アプリは、独自のローカルモジュール依存関係を持つ独自のディレクトリに配置する必要が
あります。アプリ用の新しいディレクトリを作成します。ホームディレクトリ、または必要に応じて別の
ディレクトリから起動して、次のコマンドを実行します。

Important

プロジェクトディレクトリにはhello-cdk、ここに示されているとおりに名前を付けてくださ
い。 AWS CDKプロジェクトテンプレートは、ディレクトリ名を使用して生成されたコード内の
名前に名前を付けます。別の名前を選択した場合は、このチュートリアルのコードは機能しませ
ん。

mkdir hello-cdk
cd hello-cdk

次に、cdk initコマンドを使用してアプリを初期化します。次の例に示すように、必要なテンプレート 
(「アプリ」) とプログラミング言語を指定します。

TypeScript

cdk init app --language typescript

JavaScript

cdk init app --language javascript

Python

cdk init app --language python

アプリを作成したら、以下の 2 つのコマンドを入力します。これにより、アプリの Python 仮想環境
がアクティブになり、AWS CDKコアとなる依存関係がインストールされます。

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

Java

cdk init app --language java

IDE を使用している場合は、プロジェクトを開いたりインポートしたりできるようになりました。た
とえば、Eclipse では、「ファイル」>「インポート」>「Maven」>「既存の Maven プロジェクト」
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アプリケーションをビルドします。

を選択します。プロジェクト設定が Java 8 (1.8) を使用するように設定されていることを確認しま
す。

C#

cdk init app --language csharp

Visual Studio を使用している場合は、srcディレクトリにあるソリューションファイルを開きます。
Go

cdk init app --language go

アプリを作成したら、次のコマンドを入力して、アプリに必要なAWS Construct Library モジュールを
インストールします。

go get

Tip

テンプレートを指定しない場合、デフォルトは「app」です。これはとにかく私たちが望んでいた
ものです。技術的には、これを省略して4つのキーストロークを保存できます。

cdk initこのコマンドは、hello-cdkAWS CDKアプリのソースコードの整理に役立つ多数のファイルと
フォルダーをディレクトリ内に作成します。少し時間を取って探索してください。基本的なアプリの構造
はすべて揃っています。このチュートリアルで詳細を入力します。

Git をインストールしている場合、cdk initを使用して作成した各プロジェクトも Git リポジトリとして初期
化されます。ここでは無視しますが、必要なときに利用できます。

アプリケーションをビルドします。
ほとんどのプログラミング環境では、コードを変更した後にビルド (コンパイル) します。これは必ずしも
必要というわけではありません。AWS CDKツールキットがユーザーに代わって行うため、忘れないよう
にできます。ただし、構文エラーやタイプエラーcatch たい場合は、いつでも手動でビルドできます。参
考までに、その方法は次のとおりです。

TypeScript

npm run build

JavaScript

ビルドステップは不要です。
Python

ビルドステップは不要です。
Java

mvn compile -q

または、Eclipse で Control-B キーを押します (他の Java IDE は異なる場合があります)
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アプリ内のスタックを一覧表示する

C#

dotnet build src

または、ビジュアルスタジオで F6 キーを押します
Go

go build

アプリ内のスタックを一覧表示する
すべてが正常に機能していることを確認するには、アプリ内のスタックを一覧表示します。

cdk ls

表示されない場合はHelloCdkStack、アプリのディレクトリに名前を付けていることを確認してくださ
いhello-cdk。表示されていない場合は、the section called “アプリを作成する” (p. 17)に戻ってやり
直してください。

Amazon S3 バケットを追加します。
この時点では、アプリに含まれるスタックにはリソースが定義されていないため、アプリは何もしませ
ん。Amazon S3 バケットを追加してみましょう。

CDK の Amazon S3 サポートはメインライブラリの一部であるためaws-cdk-lib、別のライブラリをイ
ンストールする必要はありません。Bucket コンストラクトを使用してスタック内の Amazon S3 バケット
を定義できます。

TypeScript

Eclipse lib/hello-cdk-stack.ts:

import * as cdk from 'aws-cdk-lib';
import { aws_s3 as s3 } from 'aws-cdk-lib';

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

    new s3.Bucket(this, 'MyFirstBucket', { 
      versioned: true 
    }); 
  }
}

JavaScript

Eclipse lib/hello-cdk-stack.js:

const cdk = require('aws-cdk-lib');
const s3 = require('aws-cdk-lib/aws-s3');

class HelloCdkStack extends cdk.Stack { 
  constructor(scope, id, props) { 
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Amazon S3 バケットを追加します。

    super(scope, id, props); 

    new s3.Bucket(this, 'MyFirstBucket', { 
      versioned: true 
    }); 
  }
}

module.exports = { HelloCdkStack }

Python

Eclipse hello_cdk/hello_cdk_stack.py:

import aws_cdk as cdk
import aws_cdk.aws_s3 as s3 
             
class HelloCdkStack(cdk.Stack): 

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

        bucket = s3.Bucket(self, "MyFirstBucket", versioned=True)

Java

Eclipse src/main/java/com/myorg/HelloCdkStack.java:

package com.myorg;

import software.amazon.awscdk.*;
import software.amazon.awscdk.services.s3.Bucket;

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

    public HelloCdkStack(final App scope, final String id, final StackProps props) { 
        super(scope, id, props); 

        Bucket.Builder.create(this, "MyFirstBucket") 
            .versioned(true).build(); 
    }
}

C#

Eclipse src/HelloCdk/HelloCdkStack.cs:

using Amazon.CDK;
using Amazon.CDK.AWS.S3;

namespace HelloCdk
{ 
    public class HelloCdkStack : Stack 
    { 
        public HelloCdkStack(App scope, string id, IStackProps props=null) : 
 base(scope, id, props) 
        { 
            new Bucket(this, "MyFirstBucket", new BucketProps 
            { 
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Amazon S3 バケットを追加します。

                Versioned = true 
            }); 
        } 
    }
}

Go

Eclipse hello-cdk.go:

package main

import ( 
 "github.com/aws/aws-cdk-go/awscdk/v2" 
 "github.com/aws/aws-cdk-go/awscdk/v2/awss3" 
 "github.com/aws/constructs-go/constructs/v10" 
 "github.com/aws/jsii-runtime-go"
)

type HelloCdkStackProps struct { 
 awscdk.StackProps
}

func NewHelloCdkStack(scope constructs.Construct, id string, props *HelloCdkStackProps) 
 awscdk.Stack { 
 var sprops awscdk.StackProps 
 if props != nil { 
  sprops = props.StackProps 
 } 
 stack := awscdk.NewStack(scope, &id, sprops) 

 awss3.NewBucket(stack, jsii.String("MyFirstBucket"), &awss3.BucketProps{ 
  Versioned: jsii.Bool(true), 
 }) 

 return stack
}

func main() { 
 defer jsii.Close() 

 app := awscdk.NewApp(nil) 

 NewHelloCdkStack(app, "HelloCdkStack", &HelloCdkStackProps{ 
  awscdk.StackProps{ 
   Env: env(), 
  }, 
 }) 

 app.Synth(nil)
}

func env() *awscdk.Environment { 
 return nil
}

Bucketはこれまでに見た最初の構成なので、詳しく見てみましょう。他の構成と同様に、Bucketこのク
ラスは 3 つのパラメータを取ります。

• スコープ: スタックが親であることをバケットに伝えます。スタックはスタックのスコープ内で定義され
ます。構成内で構成を定義して、階層 (ツリー) を作成できます。ここでは、ほとんどの場合、スコープ
はthis (Pythonself では)、つまりバケットを含む構造、つまりスタックです。
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• ID: AWS CDKアプリ内のバケットの論理 ID です。これに加えて、スタック内のバケットの位置に基
づくハッシュにより、デプロイ全体でバケットが一意に識別されます。これにより、AWS CDKアプリ
での定義方法を変更した場合に更新できます。こちらは「MyFirstBucket。」 バケットには、この ID 
(bucketNameプロパティ) とは別の名前を付けることもできます。

• 小道具: バケットのプロパティを定義する値のバンドル。ここではversioned、バケット内のファイル
のバージョン管理を可能にするプロパティを 1 つだけ定義しました。

どのコンストラクトも同じ 3 つの引数を取るため、新しいコンストラクトについて学ぶときも方向性を保
ちやすくなります。また、ご想像のとおり、任意の構成をサブクラス化して、ニーズに合わせて拡張した
り、デフォルトを変更したりすることができます。

Tip

構成のプロパティがすべてオプションである場合は、propsパラメーターを完全に省略できま
す。

プロップは、がサポートする言語によって表現が異なりますAWS CDK。

• TypeScript と JavaScript、propsは 1 つの引数で、必要なプロパティを含むオブジェクトを渡します。
• Python では、小道具はキーワード引数として渡されます。
• Java では、小道具を渡すためのビルダーが提供されています。2 つあります。1 つは用

でBucketProps、もう 1 つは構成とその props オブジェクトを 1Bucket つのステップで構築できるよ
うにするためのものです。このコードは後者を使用しています。

• C# では、BucketPropsオブジェクトイニシャライザを使用してオブジェクトをインスタンス化し、3 
番目のパラメータとして渡します。

AWS CloudFormationテンプレートを合成する
次のように、AWS CloudFormationアプリのテンプレートを合成します。

cdk synth

アプリに複数のスタックが含まれている場合は、合成する 1 つまたは複数のスタックを指定する必要があ
ります。しかし、CDK Toolkit には 1 つしか含まれていないため、必ず 1 つだけであることを認識してい
ます。

Tip

のようなエラーが表示された場合は--app is required...、サブディレクトリからコマンド
を実行していることが原因と考えられます。アプリのメインディレクトリに移動して、もう一度
試してください。

cdk synthこのコマンドはアプリを実行し、AWS CloudFormationアプリで定義されているリソースがテ
ンプレートに変換されます。cdk synth表示される出力は YAML 形式のテンプレートです。以下に、ア
プリの出力の開始部分が表示されます。テンプレートは JSONcdk.out 形式でディレクトリにも保存され
ます。

Resources: 
  MyFirstBucketB8884501: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      VersioningConfiguration: 
        Status: Enabled 
    UpdateReplacePolicy: Retain 
    DeletionPolicy: Retain 

Version 2
22



AWS Cloud Development Kit (AWS 
CDK) v2 デベロッパーガイド

スタックのデプロイ

    Metadata:...

慣れていない場合でもAWS CloudFormation、バケット定義を検索して、versionedプロパティがどのよ
うに変換されたかを確認できます。

Note

生成されたすべてのテンプレートには、AWS::CDK::Metadataデフォルトでリソースが含ま
れています。(ここでは示していません。) AWS CDKAWS CDKチームはこのメタデータを使用
してがどのように使用されているかを把握し、継続的な改善に役立てています。バージョンレ
ポートをオプトアウトする方法などの詳細については、を参照してくださいバージョンレポー
ト (p. 307)。

cdk synthAWS CloudFormationは完全に有効なテンプレートを生成します。AWS CloudFormationコン
ソールまたは別のツールを使用してそれを取得してデプロイできます。しかし、AWS CDKツールキット
でもそれが可能です。

スタックのデプロイ
を使用してスタックをデプロイするにはAWS CloudFormation、以下を実行します。

cdk deploy

同様にcdk synth、アプリケーションにはスタックの名前が 1 つしかないため、スタックの名前を指定す
る必要はありません。

デプロイ前に合成するのは任意です (ただし良い方法ですが)。は、AWS CDK各デプロイの前にスタックを
合成します。

コードにセキュリティ上の影響がある場合は、その概要が表示され、デプロイを進める前に確認する必要
があります。これは私たちのスタックには当てはまりません。

cdk deployスタックがデプロイされると、進行状況情報が表示されます。完了すると、コマンドプロン
プトが再表示されます。AWS CloudFormationコンソールに移動して、現在一覧表示されていることを確
認できますHelloCdkStack。Amazon S3 コンソールにも表示されます。MyFirstBucket

これで最初のスタックをデプロイできました。AWS CDKおめでとうございます。しかし、それだけでは
ありませんAWS CDK.

アプリを変更する
はAWS CDK、アプリを変更した後に、デプロイしたリソースを更新できます。スタックを削除したとき
に自動的に削除されるように、バケットを変更してみましょう。これには、バケットの変更が含まれま
すRemovalPolicy。また、autoDeleteObjectsプロパティを使用して、AWS CDKバケットを破棄す
る前にバケットからオブジェクトを削除するようにに依頼してください。 (オブジェクトを含む S3AWS 
CloudFormation バケットは削除されません。)

TypeScript

lib/hello-cdk-stack.ts を更新する。

new s3.Bucket(this, 'MyFirstBucket', { 
  versioned: true, 
  removalPolicy: cdk.RemovalPolicy.DESTROY, 
  autoDeleteObjects: true
});
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JavaScript

lib/hello-cdk-stack.js を更新する。

new s3.Bucket(this, 'MyFirstBucket', { 
  versioned: true, 
  removalPolicy: cdk.RemovalPolicy.DESTROY, 
  autoDeleteObjects: true
});

Python

hello_cdk/hello_cdk_stack.py を更新する。

bucket = s3.Bucket(self, "MyFirstBucket", 
    versioned=True, 
    removal_policy=cdk.RemovalPolicy.DESTROY, 
    auto_delete_objects=True)

Java

src/main/java/com/myorg/HelloCdkStack.java を更新する。

Bucket.Builder.create(this, "MyFirstBucket") 
        .versioned(true) 
        .removalPolicy(RemovalPolicy.DESTROY) 
        .autoDeleteObjects(true) 
        .build();

C#

src/HelloCdk/HelloCdkStack.cs を更新する。

new Bucket(this, "MyFirstBucket", new BucketProps
{ 
    Versioned = true, 
    RemovalPolicy = RemovalPolicy.DESTROY, 
    AutoDeleteObjects = true
});

Go

hello-cdk.go を更新する。

   awss3.NewBucket(stack, jsii.String("MyFirstBucket"), &awss3.BucketProps{ 
  Versioned:         jsii.Bool(true), 
  RemovalPolicy:     awscdk.RemovalPolicy_DESTROY, 
  AutoDeleteObjects: jsii.Bool(true), 
 })

C#

src/HelloCdk/HelloCdkStack.cs を更新する。

new Bucket(this, "MyFirstBucket", new BucketProps
{ 
    Versioned = true, 
    RemovalPolicy = RemovalPolicy.DESTROY, 
    AutoDeleteObjects = true
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});

ここでは、Amazon S3 バケット自体を変更するコードは作成していません。代わりに、このコードはバ
ケットの望ましい状態を定義します。AWS CDKAWS CloudFormationはそのステートを新しいテンプレー
トに統合します。次に、その状態に到達するために必要な変更のみを行うチェンジセットをデプロイしま
す。

これらの変更を確認するには、cdk diffコマンドを使用します。

cdk diff

AWS CDKツールキットは、AWSAWS CloudFormation最後にデプロイされたテンプレートをアカウントに
問い合わせますHelloCdkStack。次に、最後にデプロイされたテンプレートと、アプリから合成したば
かりのテンプレートを比較します。出力は以下のようになります。

Stack HelloCdkStack
IAM Statement Changes
#######################################################################################################################
#   # Resource                     # Effect # Action                       # Principal      
               # Condition #
#######################################################################################################################
# + # ${Custom::S3AutoDeleteObject # Allow  # sts:AssumeRole               # 
 Service:lambda.amazonaws.com #           #
#   # sCustomResourceProvider/Role #        #                              #                
               #           #
#   # .Arn}                        #        #                              #                
               #           #
#######################################################################################################################
# + # ${MyFirstBucket.Arn}         # Allow  # s3:DeleteObject*             # AWS:
${Custom::S3AutoDeleteOb #           #
#   # ${MyFirstBucket.Arn}/*       #        # s3:GetBucket*                # 
 jectsCustomResourceProvider/ #           #
#   #                              #        # s3:GetObject*                # Role.Arn}      
               #           #
#   #                              #        # s3:List*                     #                
               #           #
#######################################################################################################################
IAM Policy Changes
#######################################################################################################################
#   # Resource                                               # Managed Policy ARN           
                           #
#######################################################################################################################
# + # ${Custom::S3AutoDeleteObjectsCustomResourceProvider/Ro # {"Fn::Sub":"arn:
${AWS::Partition}:iam::aws:policy/serv #
#   # le}                                                    # ice-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole"}                 #
#######################################################################################################################
(NOTE: There may be security-related changes not in this list. See https://github.com/aws/
aws-cdk/issues/1299)

Parameters
[+] Parameter 
 AssetParameters/4cd61014b71160e8c66fe167e43710d5ba068b80b134e9bd84508cf9238b2392/S3Bucket 
 AssetParameters4cd61014b71160e8c66fe167e43710d5ba068b80b134e9bd84508cf9238b2392S3BucketBF7A7F3F: 
 {"Type":"String","Description":"S3 bucket for asset 
 \"4cd61014b71160e8c66fe167e43710d5ba068b80b134e9bd84508cf9238b2392\""}
[+] Parameter 
 AssetParameters/4cd61014b71160e8c66fe167e43710d5ba068b80b134e9bd84508cf9238b2392/
S3VersionKey 
 AssetParameters4cd61014b71160e8c66fe167e43710d5ba068b80b134e9bd84508cf9238b2392S3VersionKeyFAF93626: 
 {"Type":"String","Description":"S3 key for asset version 
 \"4cd61014b71160e8c66fe167e43710d5ba068b80b134e9bd84508cf9238b2392\""}
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[+] Parameter 
 AssetParameters/4cd61014b71160e8c66fe167e43710d5ba068b80b134e9bd84508cf9238b2392/
ArtifactHash 
 AssetParameters4cd61014b71160e8c66fe167e43710d5ba068b80b134e9bd84508cf9238b2392ArtifactHashE56CD69A: 
 {"Type":"String","Description":"Artifact hash for asset 
 \"4cd61014b71160e8c66fe167e43710d5ba068b80b134e9bd84508cf9238b2392\""}

Resources
[+] AWS::S3::BucketPolicy MyFirstBucket/Policy MyFirstBucketPolicy3243DEFD
[+] Custom::S3AutoDeleteObjects MyFirstBucket/AutoDeleteObjectsCustomResource 
 MyFirstBucketAutoDeleteObjectsCustomResourceC52FCF6E
[+] AWS::IAM::Role Custom::S3AutoDeleteObjectsCustomResourceProvider/Role 
 CustomS3AutoDeleteObjectsCustomResourceProviderRole3B1BD092
[+] AWS::Lambda::Function Custom::S3AutoDeleteObjectsCustomResourceProvider/Handler 
 CustomS3AutoDeleteObjectsCustomResourceProviderHandler9D90184F
[~] AWS::S3::Bucket MyFirstBucket MyFirstBucketB8884501 
 ## [~] DeletionPolicy 
 #   ## [-] Retain 
 #   ## [+] Delete 
 ## [~] UpdateReplacePolicy 
     ## [-] Retain 
     ## [+] Delete

この差分は 4 つのセクションに分かれています。

• IAM ステートメントの変更と IAM ポリシーの変更-これらのアクセス権限の変更は、Amazon 
S3AutoDeleteObjects バケットにプロパティを設定したためです。自動削除機能では、バケット自
体が削除される前に、カスタムリソースを使用してバケット内のオブジェクトを削除します。IAM オブ
ジェクトは、カスタムリソースのコードにバケットへのアクセスを許可します。

• パラメータ-AWS CDK はこれらのエントリを使用してカスタムリソースの Lambda 関数アセットを検索
します。

• リソース-このスタック内の新規リソースと変更されたリソース。前述の IAM オブジェクト、カ
スタムリソース、およびそれに関連する Lambda 関数が追加されていることがわかります。ま
た、DeletionPolicyUpdateReplacePolicyバケットと属性が更新されていることも確認できま
す。これにより、バケットをスタックと一緒に削除したり、新しいバケットに置き換えたりすることが
できます。

RemovalPolicyAWS CDKアプリで指定したのに、DeletionPolicyAWS CloudFormation結果のテン
プレートにプロパティがある理由が気になるかもしれません。AWS CDKはプロパティに別の名前を使用
します。これは、AWS CDKデフォルトではスタックが削除されてもバケットを保持するのに対しAWS 
CloudFormation、デフォルトではスタックが削除されるためです。詳細については、「the section called 
“削除ポリシー” (p. 138)」を参照してください。

この出力を前の出力と比較すると参考になります。cdk synthこれらの比較的小さな変更に基づいて、AWS 
CloudFormationAWS CDKが生成したテンプレートの行が多数追加されていることがわかります。

Important

すべてのAWS CDK v2 デプロイメントでは、AWSデプロイ中にデータを保持するために専用のリ
ソースを使用します。そのため、デプロイする前に、AWSアカウントとリージョンをブートスト
ラップしてこれらのリソースを作成する必要があります (p. 196)。まだブートストラップしてい
ない場合、以下のコマンドを実行します。

cdk bootstrap aws://ACCOUNT-NUMBER/REGION

それではデプロイしましょう。

cdk deploy
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は、AWS CDK差分ですでに見たセキュリティポリシーの変更について警告します。Entery キーを押して
変更を承認し、更新されたスタックをデプロイします。CDK Toolkit は、リクエストに応じてバケット設定
を更新します。

HelloCdkStack: deploying...
[0%] start: Publishing 
 4cd61014b71160e8c66fe167e43710d5ba068b80b134e9bd84508cf9238b2392:current
[100%] success: Published 
 4cd61014b71160e8c66fe167e43710d5ba068b80b134e9bd84508cf9238b2392:current
HelloCdkStack: creating CloudFormation changeset... 
 0/5 | 4:32:31 PM | UPDATE_IN_PROGRESS   | AWS::CloudFormation::Stack  | HelloCdkStack User 
 Initiated 
 0/5 | 4:32:36 PM | CREATE_IN_PROGRESS   | AWS::IAM::Role       
        | Custom::S3AutoDeleteObjectsCustomResourceProvider/Role 
 (CustomS3AutoDeleteObjectsCustomResourceProviderRole3B1BD092) 
 1/5 | 4:32:36 PM | UPDATE_COMPLETE      | AWS::S3::Bucket             | MyFirstBucket 
 (MyFirstBucketB8884501) 
 1/5 | 4:32:36 PM | CREATE_IN_PROGRESS   | AWS::IAM::Role       
        | Custom::S3AutoDeleteObjectsCustomResourceProvider/Role 
 (CustomS3AutoDeleteObjectsCustomResourceProviderRole3B1BD092) Resource creation Initiated 
 3/5 | 4:32:54 PM | CREATE_COMPLETE      | AWS::IAM::Role       
        | Custom::S3AutoDeleteObjectsCustomResourceProvider/Role 
 (CustomS3AutoDeleteObjectsCustomResourceProviderRole3B1BD092) 
 3/5 | 4:32:56 PM | CREATE_IN_PROGRESS   | AWS::Lambda::Function  
      | Custom::S3AutoDeleteObjectsCustomResourceProvider/Handler 
 (CustomS3AutoDeleteObjectsCustomResourceProviderHandler9D90184F) 
 3/5 | 4:32:56 PM | CREATE_IN_PROGRESS   | AWS::S3::BucketPolicy       | MyFirstBucket/
Policy (MyFirstBucketPolicy3243DEFD) 
 3/5 | 4:32:56 PM | CREATE_IN_PROGRESS   | AWS::Lambda::Function  
      | Custom::S3AutoDeleteObjectsCustomResourceProvider/Handler 
 (CustomS3AutoDeleteObjectsCustomResourceProviderHandler9D90184F) Resource creation 
 Initiated 
 3/5 | 4:32:57 PM | CREATE_COMPLETE      | AWS::Lambda::Function  
      | Custom::S3AutoDeleteObjectsCustomResourceProvider/Handler 
 (CustomS3AutoDeleteObjectsCustomResourceProviderHandler9D90184F) 
 3/5 | 4:32:57 PM | CREATE_IN_PROGRESS   | AWS::S3::BucketPolicy       | MyFirstBucket/
Policy (MyFirstBucketPolicy3243DEFD) Resource creation Initiated 
 4/5 | 4:32:57 PM | CREATE_COMPLETE      | AWS::S3::BucketPolicy       | MyFirstBucket/
Policy (MyFirstBucketPolicy3243DEFD) 
 4/5 | 4:32:59 PM | CREATE_IN_PROGRESS   | Custom::S3AutoDeleteObjects 
 | MyFirstBucket/AutoDeleteObjectsCustomResource/Default 
 (MyFirstBucketAutoDeleteObjectsCustomResourceC52FCF6E) 
 5/5 | 4:33:06 PM | CREATE_IN_PROGRESS   | Custom::S3AutoDeleteObjects 
 | MyFirstBucket/AutoDeleteObjectsCustomResource/Default 
 (MyFirstBucketAutoDeleteObjectsCustomResourceC52FCF6E) Resource creation Initiated 
 5/5 | 4:33:06 PM | CREATE_COMPLETE      | Custom::S3AutoDeleteObjects 
 | MyFirstBucket/AutoDeleteObjectsCustomResource/Default 
 (MyFirstBucketAutoDeleteObjectsCustomResourceC52FCF6E) 
 5/5 | 4:33:08 PM | UPDATE_COMPLETE_CLEA | AWS::CloudFormation::Stack  | HelloCdkStack 
 6/5 | 4:33:09 PM | UPDATE_COMPLETE      | AWS::CloudFormation::Stack  | HelloCdkStack 

 #  HelloCdkStack

Stack ARN:
arn:aws:cloudformation:REGION:ACCOUNT:stack/HelloCdkStack/UNIQUE-ID

アプリのリソースを破棄する
クイックツアーは終了したので、次のようにアプリのリソースを破棄して、作成したバケットのコストが
発生しないようにします。

cdk destroy
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次のステップ

Entery キーを押して変更を承認し、スタックリソースをすべて削除します。

Note

バケットを変更しなかった場合RemovalPolicy、スタックの削除は正常に完了しますが、バ
ケットは孤立します (スタックとの関連付けがなくなります)。

次のステップ
つま先を浸した今、AWS CDKどこに行きますか?

• より複雑なプロジェクトに関するより詳細なツアーについては、CDK ワークショップをお試しくださ
い。

• the section called “環境” (p. 114)、、the section called “アセット” (p. 163)the section called 
“許可” (p. 177)、the section called “Context” (p. 185)アブストラクションとエスケープハッ
チ (p. 210)などの概念を深く掘り下げてください。the section called “パラメータ” (p. 151)

• API リファレンスを参照して、AWSお気に入りのサービスで使用できる CDK コンストラクトを調べ始
めてください。

• Construct Hub にアクセスして、AWS他のユーザーによって作成されたコンストラクトをご覧くださ
い。

• の使用例をご覧くださいAWS CDK.

AWS CDKはオープンソースプロジェクトです。貢献したいですか？
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AWS CDK の操作
AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)を使用すると、AWSクラウドインフラストラクチャを汎用プロ
グラミング言語で定義できます。現在、は、 TypeScript、Python JavaScript、Java、C#、および GoAWS 
CDK をサポートしています。他の JVM 言語や .NET 言語を使用することも可能ですが、そのような言語
をすべてサポートしているわけではありません。

Note

現時点では、このガイドには Go 以外の説明やコード例は含まれていませんthe section called “In 
Go” (p. 57)。

TypeScript 私たちはJSIIを開発し、JSIIを使用して他のサポート対象言語で「ネイティブ」なエクスペリエ
ンスを提供します。AWS CDKたとえば、AWS Construct Library モジュールは任意の言語の標準リポジト
リを使用して配布し、お客様はその言語の標準パッケージマネージャーを使用してインストールします。
メソッドやプロパティには、使用している言語で推奨される命名パターンを使用して命名することもでき
ます。

AWS CDK の前提条件
を使用するにはAWS CDK、AWSアカウントと対応するアクセスキーが必要です。アカウントをまだ持っ
ていない場合は、「AWSアカウントの作成と有効化」を参照してください。AWSAWSアカウントのアク
セスキー ID とシークレットアクセスキーの取得方法については、「セキュリティ認証情報の概要と取得」
を参照してください。AWS CDKが認証情報を使用するようにワークステーションを設定する方法につい
ては、「Node.js での認証情報の設定」を参照してください。

Tip

AWS CLIがインストールされている場合、AWS資格情報を使用してワークステーションをセット
アップする最も簡単な方法は、コマンドプロンプトを開いて次のように入力することです。

aws configure

Python、Java、C#、または Go を使用している場合でも、AWS CDKすべてのアプリケーションには 
Node.js 10.13 以降が必要です。互換性のあるバージョンは nodejs.org からダウンロードできます。ア
クティブな LTS バージョン (この記事の執筆時点では、最新の 16.x リリース) をお勧めします。Node.js 
バージョン 13.0.0 から 13.6.0 は、AWS CDK依存関係に互換性の問題があるため、との互換性がありませ
ん。

Node.js をインストールしたら、AWS CDKツールキット (cdkコマンド) をインストールします。

npm install -g aws-cdk

Note

権限エラーが発生し、システムに管理者アクセス権がある場合は、試してくださいsudo npm 
install -g aws-cdk。

cdk --versionを実行してインストールをテストします。

この時点でエラーメッセージが表示される場合は、アンインストール (npm uninstall -g aws-cdk) 
してから再インストールしてみてください。最後の手段として、node-modules現在のプロジェクトとグ
ローバルフォルダーからフォルダーを削除します。node-modulesこのフォルダがどこにあるかを調べる
には、を実行してくださいnpm config get prefix。
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言語固有の前提条件

言語固有の前提条件
使用する特定の言語には、ここに記載されている対応するトピックで説明されている独自の前提条件もあ
ります。

• the section called “に TypeScript” (p. 32)
• the section called “に JavaScript” (p. 36)
• the section called “Python の場合” (p. 43)
• the section called “Java” (p. 48)
• the section called “C# で C# で” (p. 52)
• the section called “In Go” (p. 57)

Note

サードパーティ言語の廃止:言語バージョンは、ベンダーまたはコミュニティが共有するサポート
終了 (EOL) までのみサポートされ、事前の通知により変更される場合があります。

AWS[ライブラリを作成]
AWS CDKには、AWSAWSサービス別に整理されたコンストラクトのコレクションであるコンストラクト
ライブラリが含まれます。ライブラリの構成は主に 1 つのモジュールに含まれており、その名前が inaws-
cdk-lib TypeScript であることから口語的に呼ばれます。メイン CDK パッケージの実際のパッケージ名
は言語によって異なります。

TypeScript

インストール npm ###### aws-cdk-lib

[Import] (インポート) ## cdk = ## ('aws-cdk-lib');

JavaScript

インストール npm ###### aws-cdk-lib

[Import] (インポート) ## cdk = ## ('aws-cdk-lib');

Python

インストール ####-m pip ###### aws-cdk-lib

[Import] (インポート) aws_cdk # cdk ########

Java

に追加pom.xml Group software.amazon.awscdk; artifact
aws-cdk-lib

[Import] (インポート) ###########.amazon.awscdk.app; (for 
example)
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インターフェイスとコンストラクトクラス

C#

インストール dotnet ####### Amazon.cdk.lib

[Import] (インポート) Amazon.cdk ######

Note

実験コンストラクトは個別のモジュールとして提供されます。

AWS CDKAPI リファレンスには、ライブラリ内のコンストラクト (およびその他のコンポーネント) の詳
細なドキュメントが記載されています。API リファレンスのバージョンは、サポートされているプログラ
ミング言語ごとに提供されています。

各モジュールの参考資料は、次のセクションに分かれています。

• 概要: のサービスを操作するために知っておく必要のある入門資料（概念や例など）。AWS CDK
• 構成: 1AWS つ以上の具体的なリソースを表すライブラリクラス。これらは「精選された」（L2）リ

ソースまたはパターン（L3 リソース）で、高レベルのインターフェースを適切なデフォルトで提供しま
す。

• クラス: モジュール内の構成で使用される機能を提供する非構成クラス。
• 構造体: プロパティ (props構成の引数) やオプションなどの複合値の構造を定義するデータ構造 (属性バ

ンドル)。
• インタフェース: 名前がすべて「I」で始まるインタフェースは、対応する構成体または他のクラ

スの絶対最小機能を定義します。CDK は、コンストラクトインターフェイスを使用して、AWS 
CDKアプリの外部で定義され、AWSなどのメソッドによって参照されるリソースを表しま
すBucket.fromBucketArn()。

• 列挙: 特定の構成パラメータを指定する際に使用する名前付き値のコレクション。列挙値を使用する
と、CDK は合成中にこれらの値の有効性をチェックできます。

• CloudFormation 資源: 名前が「Cfn」で始まるこれらの L1 構造は、 CloudFormation 仕様で定義されて
いるリソースをそのまま表しています。これらは、CDK リリースごとにその仕様から自動的に生成され
ます。L2 または L3 の各コンストラクトは 1 CloudFormation つ以上のリソースをカプセル化します。

• CloudFormation プロパティタイプ: CloudFormation 各リソースのプロパティを定義する名前付き値のコ
レクション。

インターフェイスとコンストラクトクラス
AWS CDKは特定の方法でインタフェースを使用しますが、プログラミングの概念としてインタフェース
に慣れていても分かりにくい場合があります。

は、などの方法を使用して CDKAWS CDK アプリケーションの外部で定義されたリソースの使用をサポー
トしますBucket.fromBucketArn()。外部リソースは変更できません。また、Bucketクラスなどを使
用してCDKアプリで定義されたリソースで利用できるすべての機能を備えているとは限りません。つま
り、インターフェースは、AWS外部リソースを含む特定のリソースタイプの CDK で利用できる最低限の
機能です。

CDK アプリでリソースをインスタンス化するときには、常に次のような具象クラスを使用する必要があり
ますBucket。受け付ける引数のタイプを独自の構成で指定するときは、外部リソースを処理する準備が
できている (つまり、変更する必要がない)IBucket 場合など、インターフェイスタイプを使用してくださ
い。CDK 定義の構成が必要な場合は、使用できる最も一般的なタイプを指定してください。

一部のインターフェースは、特定の構成に関連付けられたプロパティまたはオプションバンドル（AWS 
CDKAPIリファレンスでは構造体として表示）の最小バージョンです。たとえば、IBucketPropsはバ
ケットのインスタンス化に必要な最小のプロパティセットです。このようなインターフェースは、親クラ
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に TypeScript

スに渡す引数を受け入れるように構成をサブクラス化するときに役立ちます。追加プロパティが 1 つ以上
必要な場合は、このインターフェイスか、などのより具体的なタイプから実装または派生させたほうがよ
いでしょうBucketProps。

Note

AWS CDKがサポートする一部のプログラミング言語にはインターフェイス機能がありません。こ
れらの言語では、インターフェースは単なる普通のクラスです。これらは名前で識別できます。
名前は、頭の「I」の後に他の構成要素（例IBucket）の名前が続くというパターンです。同じ
ルールが、適用されます。

AWS CDKインを使った作業 TypeScript
TypeScript AWS CDKはが完全にサポートされているクライアント言語であり、安定していると見なされ
ます。AWS CDKin の操作には、Microsoft TypeScript のコンパイラ (tsc)、Node.js、ノードPackage マ
ネージャ (npm) TypeScript などの使い慣れたツールを使用します。このガイドの例ではNPMを使用して
いますが、必要に応じてYarnを使用することもできます。AWSコンストラクトライブラリを構成するモ
ジュールは、NPMリポジトリnpmjs.orgを介して配布されます。

任意のエディタまたは IDE を使用できます。AWS CDK多くの開発者は、Visual Studio Code (または
同等のオープンソース版VSCodium) を使用しており、このコードは優れたサポートを備えています
TypeScript。

前提条件
を使用するにはAWS CDK、AWSアカウントと認証情報が必要で、Node.js とAWS CDK Toolkit がインス
トールされている必要があります。AWS CDK前提条件を参照してください (p. 29)。

また、バージョン 3.8 以降） TypeScript 自体が必要です。をお持ちでない場合は、を使用してインストー
ルできますnpm。

npm install -g typescript

Note

権限エラーが発生し、システムに管理者アクセス権がある場合は、試してくださいsudo npm 
install -g typescript。

TypeScript 定期的に最新情報を入手してくださいnpm update -g typescript.
Note

サードパーティ言語の廃止:言語バージョンは、ベンダーまたはコミュニティが共有するサポート
終了 (EOL) までのみサポートされ、事前の通知により変更される場合があります。

プロジェクトの作成
cdk init空のディレクトリでを呼び出して、新しいAWS CDKプロジェクトを作成します。

mkdir my-project
cd my-project
cdk init app --language typescript

プロジェクトを作成すると、aws-cdk-libモジュールとその依存関係もインストールされます。

cdk initは、プロジェクトフォルダの名前を使用して、クラス、サブフォルダ、ファイルなど、プロ
ジェクトのさまざまな要素に名前を付けます。フォルダ名に含まれるハイフンはアンダースコアに変換さ
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れます。ただし、それ以外の場合、 TypeScript 名前は識別子の形式に従う必要があります。例えば、数字
で始めたり、スペースを含めたりはしないでください。

tscローカルとを使用するcdk
このガイドでは、ほとんどの場合、CDK Toolkit を global (npm install -g typescript aws-cdk) 
TypeScript でインストールすることを前提としており、提供されているコマンド例（などcdk synth）
もこの前提に従っています。このアプローチにより、両方のコンポーネントを最新の状態に保つことが容
易になります。また、いずれも下位互換性に関して厳格なアプローチを採用しているため、常に最新バー
ジョンを使用してもリスクはほとんどありません。

一部のチームでは、 TypeScript コンパイラーや CDK Toolkit などのツールを含め、各プロジェクト内のす
べての依存関係を指定することを好みます。この方法により、これらのコンポーネントを特定のバージョ
ンにピン留めし、チーム (および CI/CD 環境) のすべての開発者がそれらのバージョンだけを使用するよう
にすることができます。これにより、変更の原因となる可能性が排除され、ビルドとデプロイの一貫性と
再現性が向上します。

CDK には、 TypeScript TypeScript プロジェクトテンプレートの両方と CDK Toolkitpackage.json の依
存関係が含まれているため、この方法を使用する場合は、プロジェクトを変更する必要はありません。必
要なのは、cdkアプリのビルドとコマンドの発行に少し異なるコマンドを使用することだけです。

Operation グローバルなツールを使用する ローカルツールを使う

プロジェクトの初期化 cdk ###--########## npx aws-cdk ###--#######
###

ビルド tsc npm #####

CDK ツールキットの実行コマン
ド

cdk...# ########CDK... or npx aws-
cdk...

npx aws-cdk現在のプロジェクトにローカルにインストールされている CDK Toolkit のバージョンがあ
れば実行し、グローバルインストールがあればそのバージョンにフォールバックします。グローバルイ
ンストールが存在しない場合は、CDK Toolkitnpx の一時コピーをダウンロードして実行します。@npx 
aws-cdk@2.0 --versionprintsという構文を使用して、CDK Toolkitの任意のバージョンを指定できま
す2.0.0。

Tip

ローカルの CDK Toolkitcdk インストールでコマンドを使用できるように、エイリアスを設定しま
す。

macOS/Linux

alias cdk="npx aws-cdk"

Windows

doskey cdk=npx aws-cdk $*

AWS構成ライブラリモジュールの管理
Node Package Manager (npm) を使用して、AWSアプリケーションで使用するConstruct Libraryモジュー
ルやその他の必要なパッケージをインストールおよび更新します。(yarnnpmお好みで代わりに使用しても
構いません。) npmまた、それらのモジュールの依存関係も自動的にインストールされます。
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AWS CDKのイディオム TypeScript

AWS CDKほとんどの構成は、aws-cdk-libによって作成された新しいプロジェクトのデフォルトの依存
関係であるという名前のメインCDKパッケージに含まれていますcdk init。AWS上位レベルのコンストラク
トがまだ開発中の「実験的」コンストラクトライブラリモジュールには like という名前が付けられていま
す@aws-cdk/SERVICE-NAME-alpha。サービス名には aws- というプレフィックスが付いています。モ
ジュールの名前がわからない場合は、NPM で検索してください。

Note

CDK API リファレンスにはパッケージ名も表示されます。

たとえば、AWS CodeStar以下のコマンドはの実験モジュールをインストールします。

npm install @aws-cdk/aws-codestar-alpha

一部のサービスのコンストラクトライブラリのサポートは、複数の名前空間にあります。たとえばaws-
route53、ほかに Amazon Route 53 名前空間、、aws-route53-targetsaws-route53-patterns、
が 3aws-route53resolver つ追加されています。

プロジェクトの依存関係はで管理されますpackage.json。このファイルを編集して、依存関係の一部ま
たはすべてを特定のバージョンにロックしたり、特定の基準に基づいて依存関係を新しいバージョンに更
新したりすることができます。で指定したルールに従って、プロジェクトの NPM 依存関係を最新の許可
バージョンに更新するにはpackage.json:

npm update

では TypeScript、NPM を使用してモジュールをインストールするのと同じ名前でモジュールをコードにイ
ンポートします。AWS CDKクラスとAWS Construct Library モジュールをアプリケーションにインポート
する場合は、以下の方法をお勧めします。これらのガイドラインに従うと、AWS CDKコードが他のアプ
リケーションとの一貫性を保ち、理解しやすくなります。

• ES6import スタイルのディレクティブは使用しないでくださいrequire()。
• 通常、aws-cdk-lib個々のクラスはからインポートします。

import { App, Stack } from 'aws-cdk-lib';

• から多数のクラスが必要な場合はaws-cdk-lib、cdk個々のクラスをインポートする代わりにの名前空
間エイリアスを使用できます。両方を行うことは避けてください。

import * as cdk from 'aws-cdk-lib';

• 通常、AWSサービス構成は短い名前空間エイリアスを使用してインポートします。

import { aws_s3 as s3 } from 'aws-cdk-lib';

AWS CDKのイディオム TypeScript
小道具
AWSConstruct Library クラスはすべて 3 つの引数を使用してインスタンス化されます。1 つは、コンスト
ラクトが定義されているスコープ (コンストラクトツリー内の親)、ID、および props (コンストラクトがコ
ンストラクトの設定に使用するキーと値のペアのバンドル)AWSそれが生み出す資源。他のクラスやメソッ
ドでも、引数に「属性のバンドル」パターンを使用します。

では TypeScript、propsのシェイプは、必須引数とオプション引数、およびそれらの型を指示するイン
ターフェイスを使用して定義されます。このようなインターフェースは、props通常は単一の構成また
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ビルド、統合、デプロイ

はメソッドに固有の引数の種類ごとに定義されます。たとえば、(内のaws-cdk-lib/aws-s3 module)
Bucket 構造では、propsBucketPropsインターフェイスに準拠した引数を指定します。

プロパティ自体がオブジェクトである場合、たとえばの WebSiteRedirect プロパティの場
合BucketProps、そのオブジェクトには独自のインターフェイスがあり、その形状が一致している必要が
ありますRedirectTarget。

AWSConstruct Library クラスをサブクラス化する (または小道具のような引数を取るメソッドをオーバー
ライドする) 場合は、既存のインターフェイスを継承して、コードに必要な新しいプロパティを指定する
新しいインターフェイスを作成できます。親クラスまたはベースメソッドを呼び出す場合、オブジェクト
には提供されているがインターフェイスでは指定されていない属性はすべて無視されるため、通常は受け
取ったプロパティ引数全体を渡すことができます。

のfuture リリースでは、AWS CDK自分のプロパティに使用した名前の新しいプロパティが偶然に追加され
る可能性があります。受け取った値を継承チェーンに渡すと、予期しない動作が発生する可能性がありま
す。undefinedプロパティを削除または設定した状態で受け取った小道具の浅いコピーを渡す方が安全で
す。例:

super(scope, name, {...props, encryptionKeys: undefined});

または、プロパティに名前を付けて、構成に含まれることが明確になるようにします。これによ
り、futureAWS CDK のリリースでプロパティと衝突する可能性はほとんどありません。オブジェクトが多
数ある場合は、適切な名前を付けた 1 つのオブジェクトを使用してそれらを保持します。

欠落した値
オブジェクト (props など) に欠損値があると、値はundefined in TypeScript になります。バージョン 
3.7 では、これらの値の操作を簡略化する演算子が導入され、デフォルト値の指定や、未定義の値に達
したときの「ショートサーキット」チェイン処理が簡単になりました。これらの機能の詳細について
は、TypeScript 3.7 リリースノートを参照してください。具体的には、最初の 2 つの機能である「オプ
ションチェーニング」と「ヌリッシュコアレッシング」を参照してください。

ビルド、統合、デプロイ
通常、アプリケーションをビルドして実行するときは、プロジェクトのルートディレクトリにいる必要が
あります。

Node.js TypeScript は直接実行できません。代わりに、 JavaScript TypeScript アプリケーションはコンパ
イラーを使用するよう変換されますtsc。 JavaScript 結果のコードは次に実行されます。

は、AWS CDKアプリを実行する必要があるときにいつでもこれを自動的に行います。ただし、エラーを
確認したりテストを実行したりするには、手動でコンパイルすると便利な場合があります。 TypeScriptア
プリを手動でコンパイルするには、を実行しますnpm run build。また、 TypeScript ソースファイル
に変更を保存するたびにコンパイラが自動的にアプリを再構築する監視モードに切り替えることもできま
す。npm run watch

AWS CDKアプリで定義されているスタックは (p. 108)、以下のコマンドを使用して個別にまたはまとめ
て合成およびデプロイできます。一般的には、発行するときはプロジェクトのメインディレクトリにいな
ければなりません。

• cdk synth:AWS CDK アプリ内の 1AWS CloudFormation つ以上のスタックからテンプレートを合成し
ます。

• cdk deploy:AWS CDK アプリ内の 1AWS つ以上のスタックによって定義されたリソースをにデプロイ
します。

合成またはデプロイする複数のスタックの名前を 1 つのコマンドで指定できます。アプリで定義するス
タックが 1 つのみの場合、指定する必要はありません。
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cdk synth                 # app defines single stack
cdk deploy Happy Grumpy   # app defines two or more stacks; two are deployed

ワイルドカード「* (任意の文字数)」と「?」を使用することもできます。 (任意の 1 文字) でスタックをパ
ターンで識別します。ワイルドカードを使用する場合は、パターンを引用符で囲んでください。そうしな
いと、AWS CDKシェルはツールキットに渡される前に、現在のディレクトリにあるファイルの名前に展
開しようとする可能性があります。

cdk synth "Stack?"    # Stack1, StackA, etc.
cdk deploy "*Stack"   # PipeStack, LambdaStack, etc.

Tip

スタックをデプロイする前にスタックを明示的に合成する必要はありません。cdk deployこの
ステップを実行して、最新のコードがデプロイされるようにします。

cdkコマンドの詳細な説明については、を参照してくださいthe section called “AWS CDK ツールキッ
ト” (p. 305)。

AWS CDKインを使った作業 JavaScript
JavaScript AWS CDKはが完全にサポートされているクライアント言語であり、安定していると見なされ
ます。AWS CDKでの操作には、Node.js やノードPackage マネージャ (npm) JavaScript などの使い慣れた
ツールを使用します。このガイドの例ではNPMを使用していますが、必要に応じてYarnを使用することも
できます。AWSコンストラクトライブラリを構成するモジュールは、NPMリポジトリnpmjs.orgを介して
配布されます。

任意のエディタまたは IDE を使用できます。AWS CDK多くの開発者は、Visual Studio Code (または同等
のオープンソース版VSCodium) を使用しており、 JavaScriptこのコードはサポートが良好です。

前提条件
を使用するにはAWS CDK、AWSアカウントと認証情報が必要で、Node.js とAWS CDK Toolkit がインス
トールされている必要があります。AWS CDK前提条件を参照してください (p. 29)。

JavaScript AWS CDKアプリケーションには、これら以外の追加の前提条件は必要ありません。

Note

サードパーティ言語の廃止:言語バージョンは、ベンダーまたはコミュニティが共有するサポート
終了 (EOL) までのみサポートされ、事前の通知により変更される場合があります。

プロジェクトの作成
cdk init空のディレクトリでを呼び出して、新しいAWS CDKプロジェクトを作成します。

mkdir my-project
cd my-project
cdk init app --language javascript

プロジェクトを作成すると、aws-cdk-libモジュールとその依存関係もインストールされます。

cdk initは、プロジェクトフォルダの名前を使用して、クラス、サブフォルダ、ファイルなど、プロ
ジェクトのさまざまな要素に名前を付けます。フォルダ名に含まれるハイフンはアンダースコアに変換さ
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れます。ただし、それ以外の場合、 JavaScript 名前は識別子の形式に従う必要があります。例えば、数字
で始めたり、スペースを含めたりはしないでください。

ローカルを使用するcdk
ほとんどの場合、このガイドでは CDK Toolkit を global (npm install -g aws-cdk) でインストールす
ることを前提としており、提供されているコマンド例 (などcdk synth) もこの前提に従っています。こ
のアプローチにより、CDK Toolkit を最新の状態に保つことが容易になります。また、CDK は下位互換性
に対して厳格なアプローチを取っているため、常に最新バージョンを使用してもリスクはほとんどありま
せん。

一部のチームでは、CDK Toolkit などのツールを含め、各プロジェクト内のすべての依存関係を指定する
ことを好みます。この方法により、このようなコンポーネントを特定のバージョンにピン留めし、チーム 
(および CI/CD 環境) のすべての開発者がそれらのバージョンだけを使用するようにすることができます。
これにより、変更の原因となる可能性が排除され、ビルドとデプロイの一貫性と再現性が向上します。

CDK JavaScript のプロジェクトテンプレートには CDK Toolkit への依存関係が含まれているため、こ
の方法を使用する場合は、プロジェクトに変更を加える必要はありません。package.json必要なの
は、cdkアプリのビルドとコマンドの発行に少し異なるコマンドを使用することだけです。

Operation グローバル CDK ツールキットを
使用

ローカル CDK ツールキットを使
用

プロジェクトの初期化 cdk ###--########## npx aws-cdk ###--## 
javascript

CDK ツールキットの実行コマン
ド

cdk... ########CDK... or npx aws-
cdk...

npx aws-cdk現在のプロジェクトにローカルにインストールされている CDK Toolkit のバージョンがあ
れば実行し、グローバルインストールがあればフォールバックします。グローバルインストールが存在し
ない場合は、CDK Toolkitnpx の一時コピーをダウンロードして実行します。@npx aws-cdk@1.120 --
versionprintsという構文を使用して、CDK Toolkitの任意のバージョンを指定できます1.120.0。

Tip

ローカルの CDK Toolkitcdk インストールでコマンドを使用できるように、エイリアスを設定しま
す。

macOS/Linux

alias cdk="npx aws-cdk"

Windows

doskey cdk=npx aws-cdk $*

AWS構成ライブラリモジュールの管理
Node Package Manager (npm) を使用して、AWSアプリケーションで使用するConstruct Libraryモジュー
ルやその他の必要なパッケージをインストールおよび更新します。(yarnnpmお好みで代わりに使用しても
構いません。) npmまた、それらのモジュールの依存関係も自動的にインストールされます。

AWS CDKほとんどの構成は、aws-cdk-libによって作成された新しいプロジェクトのデフォルトの依存
関係であるという名前のメインCDKパッケージに含まれていますcdk init。AWS上位レベルのコンストラ
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クトがまだ開発中の「実験的」コンストラクトライブラリモジュールには like という名前が付けられてい
ますaws-cdk-lib/SERVICE-NAME-alpha。サービス名には aws- というプレフィックスが付いていま
す。モジュールの名前がわからない場合は、NPM で検索してください。

Note

CDK API リファレンスにはパッケージ名も表示されます。

たとえば、AWS CodeStar以下のコマンドはの実験モジュールをインストールします。

npm install @aws-cdk/aws-codestar-alpha

一部のサービスのコンストラクトライブラリのサポートは、複数の名前空間にあります。たとえばaws-
route53、ほかに Amazon Route 53 名前空間、aws-route53-targetsaws-route53-patterns、お
よび 3aws-route53resolver つ追加されています。

プロジェクトの依存関係はで管理されますpackage.json。このファイルを編集して、依存関係の一部ま
たはすべてを特定のバージョンにロックしたり、特定の基準に基づいて依存関係を新しいバージョンに更
新したりすることができます。で指定したルールに従って、プロジェクトの NPM 依存関係を最新の許可
バージョンに更新するにはpackage.json:

npm update

では JavaScript、NPM を使用してモジュールをインストールするのと同じ名前でモジュールをコードにイ
ンポートします。AWS CDKクラスとAWS Construct Library モジュールをアプリケーションにインポート
する場合は、以下の方法をお勧めします。これらのガイドラインに従うと、AWS CDKコードが他のアプ
リケーションとの一貫性を保ち、理解しやすくなります。

• ES6import スタイルのディレクティブではなくrequire()、使用してください。古いバージョンの 
Node.js は ES6 のインポートをサポートしていないため、古い構文を使用する方が互換性が高いです。
(ES6 インポートをどうしても使用したい場合は、esm を使用して、プロジェクトがサポートされてい
るすべてのバージョンの Node.js と互換性があることを確認してください。)

• 通常、aws-cdk-lib個々のクラスはからインポートします。

const { App, Stack } = require('aws-cdk-lib');

• から多数のクラスが必要な場合はaws-cdk-lib、cdk個々のクラスをインポートする代わりにの名前空
間エイリアスを使用できます。両方を行うことは避けてください。

const cdk = require('aws-cdk-lib');

• 通常は、AWS短い名前空間エイリアスを使用して構成ライブラリをインポートします。

const { s3 } = require('aws-cdk-lib/aws-s3');

AWS CDKのイディオム JavaScript
小道具
AWSConstruct Library クラスはすべて 3 つの引数を使用してインスタンス化されます。1 つは、コンスト
ラクトが定義されているスコープ (コンストラクトツリー内の親)、ID、および props (コンストラクトがコ
ンストラクトの設定に使用するキーと値のペアのバンドル)AWSそれが生み出す資源。他のクラスやメソッ
ドでも、引数に「属性のバンドル」パターンを使用します。
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JavaScript 適切なオートコンプリート機能を備えた IDE またはエディタを使用すると、プロパティ名のス
ペルミスを防ぐことができます。encryptionKeys構成がプロパティを想定していて、そのスペルを記述
してもencryptionkeys、構成をインスタンス化するときに、意図した値が渡されていません。これに
より、プロパティが必要な場合は合成時にエラーが発生し、オプションの場合はプロパティが警告なしで
無視されることがあります。後者の場合、意図したとおりのデフォルト動作が表示される可能性がありま
す。ここでは特に注意してください。

AWSConstruct Library クラスをサブクラス化する場合 (または小道具のような引数を取るメソッドをオー
バーライドする場合)、独自の用途に合わせて追加のプロパティを受け入れたい場合があります。これら
の値は、親クラスまたはオーバーライドされたメソッドではアクセスされないため、親クラスまたはオー
バーライドされたメソッドでは無視されます。そのため、通常は受け取ったすべてのプロパティを渡すこ
とができます。

のfuture リリースでは、AWS CDK自分のプロパティに使用した名前の新しいプロパティが偶然に追加され
る可能性があります。受け取った値を継承チェーンに渡すと、予期しない動作が発生する可能性がありま
す。undefinedプロパティを削除または設定した状態で受け取った小道具の浅いコピーを渡す方が安全で
す。例:

super(scope, name, {...props, encryptionKeys: undefined});

または、プロパティに名前を付けて、構成に含まれることが明確になるようにします。これによ
り、futureAWS CDK のリリースでプロパティと衝突する可能性はほとんどありません。オブジェクトが多
数ある場合は、適切な名前を付けた 1 つのオブジェクトを使用してそれらを保持します。

欠落した値
オブジェクト内の欠損値 (などprops) の値はundefined in JavaScript です。これらに対処するには、通
常の手法が適用されます。たとえば、未定義の値のプロパティにアクセスするときによく使われる慣用句
は次のとおりです。

// a may be undefined, but if it is not, it may have an attribute b
// c is undefined if a is undefined, OR if a doesn't have an attribute b
let c = a && a.b;

ただし、ほかに「誤った」a 値がある可能性がある場合はundefined、テストをより明確にする方がよい
でしょう。ここでは、nullundefinedとが両方を一度にテストすることに等しいという事実を利用しま
す。

let c = a == null ? a : a.b;

Tip

Node.js 14.0 以降では、未定義の値の処理を簡略化する新しい演算子がサポートされています。
詳細については、オプションのチェーニングとヌルッシュコアレッシングの提案を参照してくだ
さい。

統合とデプロイ
AWS CDKアプリで定義されたスタックは (p. 108)、以下のコマンドを使用して個別にまたはまとめて合
成およびデプロイできます。一般的には、発行するときはプロジェクトのメインディレクトリにいなけれ
ばなりません。

• cdk synth:AWS CDK アプリ内の 1AWS CloudFormation つ以上のスタックからテンプレートを合成し
ます。
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• cdk deploy:AWS CDK アプリ内の 1AWS つ以上のスタックによって定義されたリソースをにデプロイ
します。

合成またはデプロイする複数のスタックの名前を 1 つのコマンドで指定できます。アプリで定義するス
タックが 1 つのみの場合、指定する必要はありません。

cdk synth                 # app defines single stack
cdk deploy Happy Grumpy   # app defines two or more stacks; two are deployed

ワイルドカード「* (任意の文字数)」と「?」を使用することもできます。 (任意の 1 文字) でスタックをパ
ターンで識別します。ワイルドカードを使用する場合は、パターンを引用符で囲んでください。そうしな
いと、AWS CDKシェルはツールキットに渡される前に、現在のディレクトリにあるファイルの名前に展
開しようとする可能性があります。

cdk synth "Stack?"    # Stack1, StackA, etc.
cdk deploy "*Stack"   # PipeStack, LambdaStack, etc.

Tip

スタックをデプロイする前に明示的に合成する必要はありません。cdk deployこのステップを
実行して、最新のコードがデプロイされていることを確認します。

cdkコマンドの詳細な説明については、を参照してくださいthe section called “AWS CDK ツールキッ
ト” (p. 305)。

TypeScript での例の使用 JavaScript
TypeScriptはの開発に使用した言語でありAWS CDK、アプリケーションの開発で最初にサポートされた言
語であるため、AWS CDK利用可能なコード例の多くが記述されています TypeScript。 JavaScript これら
のコード例は開発者にとって有益なリソースとなるため、コード内の TypeScript-specific 部分を削除する
だけで済みます。

TypeScript スニペットは、他のモジュールからオブジェクトをインポートしたり、現在のモジュールの外
部で使用できるようにオブジェクトを宣言したりするために、importexport新しいECMAScriptとキー
ワードを使用することがよくあります。Node.js は、最新リリースでこれらのキーワードをサポートし始
めたばかりです。使用している (またはサポートしたい) Node.js のバージョンによっては、古い構文を使
用するようにインポートとエクスポートを書き直すことができます。

require()インポートは関数の呼び出しに置き換えることができます。

TypeScript

import * as cdk from 'aws-cdk-lib';
import { Bucket, BucketPolicy } from 'aws-cdk-lib/aws-s3';

JavaScript

const cdk = require('aws-cdk-lib');
const { Bucket, BucketPolicy } = require('aws-cdk-lib/aws-s3');

module.exportsエクスポートをオブジェクトに割り当てることができます。

TypeScript

export class Stack1 extends cdk.Stack { 
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  // ...
}

export class Stack2 extends cdk.Stack { 
  // ...
}

JavaScript

class Stack1 extends cdk.Stack { 
  // ...
}

class Stack2 extends cdk.Stack { 
  // ...
}

module.exports = { Stack1, Stack2 }

Note

古いスタイルのインポートとエクスポートを使用する代わりに、esmモジュールを使用すること
もできます。

インポートとエクスポートをソートしたら、実際のコードを詳しく調べることができます。 TypeScript よ
く使われる機能には次のようなものがあります。

• 注釈を入力します。
• インターフェイス定義
• タイプ変換/キャスト
• アクセス修飾子

型注釈は、変数、クラスメンバー、関数パラメーター、および関数の戻り型に提供できます。変数、パラ
メーター、メンバーの場合、型は識別子の後にコロンと型を付けて指定されます。関数の戻り値は関数の
シグネチャに従い、コロンと型で構成されます。

型注釈付きのコードをに変換するには JavaScript、コロンと型を削除します。クラスメンバーには何らか
の値が必要です JavaScript。undefined型注釈しかない場合は、に設定してください TypeScript。

TypeScript

var encrypted: boolean = true;

class myStack extends cdk.Stack { 
    bucket: s3.Bucket; 
    // ...
}

function makeEnv(account: string, region: string) : object { 
    // ...
}

JavaScript

var encrypted = true;

class myStack extends cdk.Stack { 
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    bucket = undefined; 
    // ...
}

function makeEnv(account, region) { 
    // ...
}

では TypeScript、インタフェースを使用して、必須プロパティとオプションプロパティのバンドル、およ
びそれらのタイプに名前を付けることができます。その後、インターフェイス名をタイプアノテーション
として使用できます。 TypeScriptたとえば、関数の引数として使用するオブジェクトに、適切なタイプの
必要なプロパティがあることを確認します。

interface myFuncProps { 
    code: lambda.Code, 
    handler?: string
}

JavaScript にはインターフェース機能がないため、型注釈を削除したら、インターフェース宣言をすべて
削除してください。

関数またはメソッドが汎用型 (などobject) を返すが、その値をより具体的な子型として扱って、より一
般的な型のインタフェースの一部ではないプロパティやメソッドにアクセスしたい場合、 TypeScript asそ
の後に続くタイプまたはインターフェイス名。 JavaScript はこれをサポートしていない（または必要とし
ない）のでas、次の識別子を削除してください。あまり一般的ではないキャスト構文は、型名を括弧で囲
むことです<LikeThis>。これらのキャストも削除する必要があります。

最後に、privateクラスのメンバー用のアクセス修飾子publicprotected、、 TypeScript をサポートし
ます。 JavaScript のクラスメンバーは全員公開です。これらの修飾子は、表示されている場所であればい
つでも削除できます。

TypeScript これらの機能を特定して削除する方法を知ることは、 TypeScript 短いスニペットを適応させる
のに大いに役立ちます JavaScript。しかし、 TypeScript TypeScript長い例は他の機能を使用する可能性が
高いため、この方法で変換するのは現実的ではないかもしれません。このような状況では、スクラーゼを
お勧めします。たとえば、コードが未定義の変数を使用しても、Sucrasetsc は文句を言うことはありま
せん。構文的に有効であれば、いくつかの例外を除いて、Sucraseはそれをに変換できます JavaScript。
そのため、単独では実行できない可能性のあるスニペットを変換する場合に特に役立ちます。

への移行 TypeScript
JavaScript 多くの開発者は、TypeScriptプロジェクトが大きく複雑になるにつれて移行します。 
TypeScript は JavaScript JavaScript TypeScript —すべてのコードが有効なコードなので、コードを変更す
る必要はありません。また、AWS CDKサポートされている言語でもあります。 TypeScript タイプ注釈や
その他の機能はオプションであり、AWS CDK必要な機能があればアプリに追加できます。 TypeScript ま
た、オプションのチェーニングや NULLISH COALESSING JavaScript などの新機能が完成する前に早期に
アクセスでき、Node.js をアップグレードする必要もありません。

TypeScriptの「シェイプベース」インターフェイスは、オブジェクト内の必須プロパティとオプションの
プロパティ (およびそのタイプ) のバンドルを定義します。これにより、コードを書いているときによくあ
る間違いを見つけることができ、IDE が堅牢なオートコンプリートやその他のリアルタイムのコーディン
グアドバイスを簡単に提供できるようになります。

TypeScript コーディングには、 TypeScript コンパイラーを使用してアプリをコンパイルするという追加の
手順が必要ですtsc。AWS CDK一般的なアプリでは、コンパイルには最大で数秒かかります。

JavaScript AWS CDK既存のアプリをに移行する最も簡単な方法は、 TypeScript を使用して新しいプロ
ジェクトを作成しcdk init app --language typescript、ソースファイル (AWS Lambdaおよび
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関数ソースコードなどのアセットなどのその他の必要なファイル) を新しいプロジェクトにコピーするこ
とです。 TypeScript JavaScript ファイルの名前を末尾に変更して.ts、 TypeScript開発を開始してくださ
い。

Python での AWS CDK の使用
PythonAWS CDK はが完全にサポートされているクライアント言語であり、安定していると考えられて
います。PythonAWS CDK での操作には、標準の Python 実装 (CPython)、を使用した仮想環境、Python 
パッケージインストーラなどvirtualenv、使い慣れたツールを使用しますpip。AWSコンストラクトラ
イブラリを構成するモジュールは pypi.org 経由で配布されます。PythonAWS CDK バージョンのイベント
では、Python スタイルの識別子 (snake_caseメソッド名など) が使用されます。

任意のエディタまたは IDE を使用できます。AWS CDK多くの開発者は Visual Studio Code (またはそれ
に相当するオープンソース版の VSCodium) を使用しています。このコードは Python を公式な拡張機
能によって適切にサポートしています。始めるには、Python に含まれている IDLE エディターで十分で
す。AWS CDKdo の Python モジュールには型ヒントがあり、型検証をサポートしているリンティング
ツールや IDE に役立ちます。

前提条件
を使用するにはAWS CDK、AWSアカウントと認証情報が必要で、Node.js とAWS CDK Toolkit がインス
トールされている必要があります。AWS CDK前提条件を参照してください (p. 29)。

PythonAWS CDK アプリケーションには Python 3.6 以降が必要です。まだインストールされていない場
合は、python.org からお使いのオペレーティングシステムに対応したバージョンをダウンロードしてく
ださい。Linux を実行している場合は、システムに互換性のあるバージョンが付属しているか、ディスト
リビューションのパッケージマネージャー (yumapt、など) を使用してインストールできます。Macユー
ザーは、MacOS用のLinuxスタイルのパッケージマネージャーであるHomebrewに興味があるかもしれませ
ん。

Note

サードパーティ言語の廃止:言語バージョンは、ベンダーまたはコミュニティが共有するサポート
終了 (EOL) までのみサポートされ、事前の通知により変更される場合があります。

Python パッケージインストーラーpip、および仮想環境マネージャーも必要です。virtualenv互換性
のある Python バージョンの Windows インストールには、これらのツールが含まれています。Linux で
はpip、virtualenvパッケージマネージャーで個別のパッケージとして提供される場合があります。ま
たは、以下のコマンドを使用してインストールすることもできます。

python -m ensurepip --upgrade
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install --upgrade virtualenv

権限エラーが発生した場合は、--usersudo上記のコマンドをフラグ付きで実行してモジュールをユー
ザーディレクトリにインストールするか、を使用してシステム全体にモジュールをインストールする権限
を取得します。

Note

Linux ディストリビューションでは、Python 3.xpython3 の実行可能ファイル名を使用するのが
一般的で、Python 2.xpython のインストールを参照しています。一部のディストリビューショ
ンには、pythonコマンドを Python 3 を参照させるオプションパッケージをインストールできま
す。それができない場合は、cdk.jsonプロジェクトのメインディレクトリを編集して、アプリ
ケーションの実行に使用されるコマンドを調整できます。
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Note

Windows では、py実行ファイル (Windows 用pip) の >Python ランチャーを使用して Python (およ
び) を呼び出すことをお勧めします。とりわけ、ランチャーを使用すると、使用するPythonのイ
ンストール済みバージョンを簡単に指定できます。
Windows バージョンの Python をインストールした後でも、pythonコマンドラインで入力す
ると Windows ストアからの Python のインストールに関するメッセージが表示される場合
は、Windows の [アプリケーション実行エイリアスの管理] 設定パネルを開き、Python の 2 つの
アプリケーションインストーラーエントリをオフにします。

プロジェクトの作成
空のディレクトリを呼び出してcdk init、新しいAWS CDKプロジェクトを作成します。

mkdir my-project
cd my-project
cdk init app --language python

cdk initは、プロジェクトフォルダの名前を使用して、クラス、サブフォルダ、ファイルなど、プロ
ジェクトのさまざまな要素に名前を付けます。フォルダ名に含まれるハイフンはアンダースコアに変換さ
れます。ただし、名前は Python 識別子の形式に従う必要があります。例えば、数字で始めたり、スペー
スを含めたりはしないでください。

新しいプロジェクトで作業するには、その仮想環境を有効にします。これにより、プロジェクトの依存関
係をグローバルにインストールするのではなく、プロジェクトフォルダにローカルにインストールできま
す。

source .venv/bin/activate

Note

これは、仮想環境をアクティブにする Mac/Linux コマンドとして認識されるかもしれませ
ん。Python テンプレートには、同じコマンドを Windows で使用できるようにするバッチファイ
ル、source.bat が含まれています。従来の Windows コマンドも機能します。.venv\Scripts
\activate.bat
CDK Toolkit v1.0 0 0 0 0 を使用してAWS CDKプロジェクトを初期化した場合、仮想環境はでは
なく.envディレクトリにあります.venv。

Important

作業を開始するたびに、プロジェクトの仮想環境をアクティブ化してください。そうしないと、
そこにインストールされているモジュールにアクセスできなくなり、インストールしたモジュー
ルは Python グローバルモジュールディレクトリに保存されます (またはパーミッションエラーが
発生します)。

仮想環境を初めてアクティブ化したら、アプリの標準依存関係をインストールします。

python -m pip install -r requirements.txt

AWS構成ライブラリモジュールの管理
Python パッケージインストーラを使用してpip、アプリケーションで使用するAWS Construct Library モ
ジュールやその他の必要なパッケージをインストールおよび更新します。 pipまた、それらのモジュール
の依存関係も自動的にインストールされます。pipシステムがスタンドアロンコマンドとして認識されない
場合は、次のように Pythonpip モジュールとして呼び出します。
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python -m pip PIP-COMMAND

AWS CDKほとんどの構成が組み込まれていますaws-cdk-lib。実験モジュールは likeaws-
cdk.SERVICE-NAME.alpha という名前の別々のモジュールにあります。サービス名には aws プレ
フィックスが含まれます。モジュールの名前がわからない場合は、PyPI で検索してください。たとえ
ば、AWS CodeStar 以下のコマンドはライブラリをインストールします。

python -m pip install aws-cdk.aws-codestar-alpha

一部のサービスの構成は複数の名前空間にあります。たとえば、ほかにaws-cdk.aws-
route53、、aws-route53-targetsという名前の Amazon Route 53 名前空間が 3 つ追加されていま
すaws-route53resolver。aws-route53-patterns

Note

Python 版の CDK API リファレンスにもパッケージ名が表示されます。

AWSConstruct Library モジュールを Python コードにインポートする際に使用される名前は、次のように
なります。

import aws_cdk.aws_s3 as s3
import aws_cdk.aws_lambda as lambda_

AWS CDKクラスとAWS Construct Library モジュールをアプリケーションにインポートする場合は、以下
の方法をお勧めします。これらのガイドラインに従うと、AWS CDKコードが他のアプリケーションとの
一貫性を保ち、理解しやすくなります。

• 一般的には、aws_cdkトップレベルから個々のクラスをインポートします。

from aws_cdk import App, Construct

• から多数のクラスが必要な場合はaws_cdk、cdk個々のクラスをインポートする代わりに、の名前空間
エイリアスを使用できます。両方を行うことは避けてください。

import aws_cdk as cdk

• 通常は、AWS短い名前空間エイリアスを使用して構成ライブラリをインポートします。

import aws_cdk.aws_s3 as s3

モジュールをインストールしたら、requirements.txtプロジェクトの依存関係を一覧表示するプロジェ
クトのファイルを更新します。これは使用するのではなく、手動で行うのが最善ですpip freeze。 pip 
freezePython 仮想環境にインストールされているすべてのモジュールの最新バージョンをキャプチャし
ます。これは、プロジェクトをバンドルして他の場所で実行する場合に役立ちます。

ただし、通常は、最上位の依存関係 (アプリが直接依存するモジュール) のみをリストし、それらのライブ
ラリの依存関係はリストしないでください。requirements.txtこの戦略により、依存関係の更新が簡単
になります。

requirements.txtアップグレードを許可するように編集できます。==前のバージョン番号をに置き換
えるだけで互換性の高いバージョンにアップグレードしたり、バージョン要件を完全に削除してモジュー
ルの最新バージョンを指定したりできます。~=

requirements.txtアップグレードできるように適切に編集したら、次のコマンドを実行して、プロジェ
クトにインストールされているモジュールをいつでもアップグレードできます。
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pip install --upgrade -r requirements.txt

AWS CDKPython のイディオム
言語対立
Python では、lambdaは言語キーワードなので、AWS Lambdaコンストラクトライブラリモジュール
や Lambda 関数の名前としては使用できません。このようなコンフリクトに対する Python の慣習で
はlambda_、変数名の末尾にアンダースコアを使用します。

慣例により、AWS CDKコンストラクトの 2id 番目の引数には名前が付きます。独自のスタックや構成を
記述する場合、パラメータを呼び出すと、オブジェクト固有の識別子を返す Pythonid() 組み込み関数
がid「シャドウ」されます。この関数はあまり使用されませんが、構成で必要になった場合は、たとえば
引数の名前を変更してくださいconstruct_id。

引数とプロパティ
AWSConstruct Library クラスはすべて、コンストラクトが定義されているスコープ (コンストラクトツ
リー内の親)、ID、および props (コンストラクトがリソースの設定に使用するキーと値のペアのバンドル) 
の 3 つの引数を使用してインスタンス化されます。作成する。他のクラスやメソッドでも、引数に「属性
のバンドル」パターンを使用します。

scope と id は、コンストラクトが scope または id という名前のプロパティを受け入れると名前が変わる
ため、キーワード引数ではなく、常に位置引数として渡す必要があります。

Python では、小道具はキーワード引数として表現されます。引数にネストされたデータ構造が含まれてい
る場合、これらはインスタンス化時に独自のキーワード引数を取るクラスを使用して表現されます。構造
化された引数を取る他のメソッド呼び出しにも同じパターンが適用されます。

たとえば、Amazon S3add_lifecycle_rule バケットのメソッドでは、transitionsTransitionプ
ロパティはインスタンスのリストです。

bucket.add_lifecycle_rule( 
  transitions=[ 
    Transition( 
      storage_class=StorageClass.GLACIER, 
      transition_after=Duration.days(10) 
    ) 
  ]
)

クラスを拡張したり、メソッドをオーバーライドしたりする場合、親クラスでは理解できない追加の引数
を自分の目的のために受け入れたい場合があります。この場合は、**kwargsイディオムを使用してもか
まわない引数を受け入れ、キーワードのみの引数を使用して関心のある引数を受け入れる必要がありま
す。親のコンストラクターまたはオーバーライドされたメソッドを呼び出すときは、期待している引数の
みを渡します (たいていは単に**kwargs)。親クラスまたはメソッドが想定していない引数を渡すと、エ
ラーが発生します。

class MyConstruct(Construct): 
    def __init__(self, id, *, MyProperty=42, **kwargs): 
        super().__init__(self, id, **kwargs) 
        # ...

のfuture リリースでは、AWS CDK自分のプロパティに使用した名前の新しいプロパティが偶然に追加され
る可能性があります。これによってコンストラクトやメソッドのユーザーにとって技術的な問題は発生し
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ませんが (プロパティは「チェーン上へ」渡されないため、親クラスやオーバーライドされたメソッドは
単純にデフォルト値を使用します)、混乱を招く可能性があります。この潜在的な問題を回避するには、プ
ロパティに名前を付けて、構成に明確に属するようにします。新しいプロパティが多数ある場合は、それ
らを適切な名前のクラスにまとめて、単一のキーワード引数として渡します。

欠落した値
AWS CDKNone欠損値や未定義値を表すのに使用します。を使用する場合**kwargs、プロパティが指定
されていない場合は、get()辞書のメソッドを使用してデフォルト値を指定します。KeyError値が欠損
する原因となるためkwargs[...]、使用しないでください。

encrypted = kwargs.get("encrypted")         # None if no property "encrypted" exists
encrypted = kwargs.get("encrypted", False)  # specify default of False if property is 
 missing

AWS CDK一部のメソッド (実行時コンテキスト値の取得などtryGetContext()) は返す場合があります
がNone、これを明示的に確認する必要があります。

インターフェースを使う
Python には他の言語のようにインターフェース機能はありませんが、似たような抽象基底クラスが
あります。インターフェースに慣れていない人には、Wikipediaにわかりやすい入門書があります。） 
TypeScriptAWS CDKは、が実装されている言語であり、インターフェイスを提供します。AWS CDKコン
ストラクトやその他のオブジェクトには、特定のクラスから継承するのではなく、特定のインターフェイ
スに準拠したオブジェクトが必要になることがよくあります。そのため、は JSIIAWS CDK レイヤーの一
部として独自のインターフェイス機能を提供しています。

クラスが特定のインターフェースを実装していることを示すには、@jsii.implementsデコレータを使用
できます。

from aws_cdk import IAspect, IConstruct
import jsii

@jsii.implements(IAspect)
class MyAspect(): 
    def visit(self, node: IConstruct) -> None: 
        print("Visited", node.node.path)

タイプ落とし穴
Python では、すべての変数が任意の型の値を参照できる動的型付けを採用しています。パラメータと戻り
値には型の注釈が付いている場合がありますが、これらは「ヒント」であり、強制されるものではありま
せん。つまり、Python では、AWS CDK間違った型の値をコンストラクトに渡すのは簡単です。静的型付
け言語のようにビルド時に型エラーが発生する代わりに、JSIIレイヤー ( TypeScript Pythonとコア間の変
換を行う) が予期しない型を処理できない場合にランタイムエラーが発生することがあります。AWS CDK

私たちの経験では、Python プログラマーが犯す型エラーはこれらのカテゴリに分類される傾向がありま
す。

• 構成がコンテナ (Python リストまたは辞書) を必要とする場所に単一の値を渡すか、その逆も同様です。
• レイヤ 1 (CfnXxxxxx) 構成に関連する型の値を L2 または L3 構成に渡すか、その逆も同様です。

AWS CDKPython モジュールには型注釈が含まれているため、それらをサポートするツールを使用して型
を処理できます。これらをサポートする IDE などを使用していない場合はPyCharm、MyPyビルドプロセ
スのステップとしてタイプバリデーターを呼び出すことをお勧めします。型関連エラーのエラーメッセー
ジを改善できるランタイム型チェッカーもあります。
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統合とデプロイ
AWS CDKアプリで定義されているスタックは (p. 108)、以下のコマンドを使用して個別にまたはまとめ
て合成およびデプロイできます。一般的には、発行するときはプロジェクトのメインディレクトリにいな
ければなりません。

• cdk synth:AWS CDK アプリ内の 1AWS CloudFormation つ以上のスタックからテンプレートを合成し
ます。

• cdk deploy:AWS CDK アプリ内の 1AWS つ以上のスタックによって定義されたリソースをにデプロイ
します。

合成またはデプロイする複数のスタックの名前を 1 つのコマンドで指定できます。アプリケーションで定
義されているスタックが 1 つのみの場合、指定する必要はありません。

cdk synth                 # app defines single stack
cdk deploy Happy Grumpy   # app defines two or more stacks; two are deployed

ワイルドカード「* (任意の文字数)」と「?」を使用することもできます。 (任意の 1 文字) でスタックをパ
ターンで識別します。ワイルドカードを使用する場合は、パターンを引用符で囲んでください。そうしな
いと、AWS CDKシェルはツールキットに渡される前に、現在のディレクトリにあるファイルの名前に展
開しようとする可能性があります。

cdk synth "Stack?"    # Stack1, StackA, etc.
cdk deploy "*Stack"   # PipeStack, LambdaStack, etc.

Tip

スタックをデプロイする前にスタックを明示的に合成する必要はありません。cdk deployこの
ステップを実行して、最新のコードがデプロイされるようにします。

cdkコマンドの詳細な説明については、を参照してくださいthe section called “AWS CDK ツールキッ
ト” (p. 305)。

Java での AWS CDK の使用
JavaAWS CDK はが完全にサポートされているクライアント言語であり、安定していると考えられてい
ます。JDK (オラクル、または Amazon Corretto などの OpenJDK ディストリビューション) や Apache 
Maven などの使い慣れたツールを使用して JavaAWS CDK でアプリケーションを開発できます。

は Java 8AWS CDK 以降をサポートしています。ただし、AWS CDK言語の新しいバージョンにはアプリ
ケーションの開発に特に便利な改良が加えられているため、できる限り最新バージョンを使用することを
お勧めします。たとえば、JavaMap.of() 9ではこのメソッドが導入されています (オブジェクトリテラル
として記述されるハッシュマップを宣言する便利な方法です TypeScript)。Java 10では、varキーワード
を使用したローカル型推論が導入されています。

Note

このデベロッパーガイドのほとんどのコード例は Java 8 で動作します。を使用する例はいくつか
ありますMap.of()。これらの例には、Java 9 が必要であることを示すコメントが含まれていま
す。

AWS CDKアプリケーションの操作には、任意のテキストエディタ、または Maven プロジェクトを読み取
ることができる Java IDE を使用できます。このガイドでは Eclipse のヒントを提供していますが、IntelliJ 
IDEA やその他の IDE は Maven プロジェクトをインポートでき、JavaAWS CDK でのアプリケーションの
開発にも使用できます。 NetBeans
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Java 以外の JVM ホスト言語 (Kotlin、Groovy、Clojure、Scala など)AWS CDK でアプリケーションを作成
することは可能ですが、経験が特に慣用的ではない場合があり、これらの言語のサポートは提供できませ
ん。

前提条件
を使用するにはAWS CDK、AWSアカウントと認証情報が必要で、Node.js とAWS CDK Toolkit がインス
トールされている必要があります。AWS CDK前提条件を参照してください (p. 29)。

JavaAWS CDK アプリケーションには Java 8 (v1.8) 以降が必要です。Amazon Corretto をお勧めします
が、任意の OpenJDK ディストリビューションまたは Oracle の JDK を使用できます。また、Apache 
Maven 3.5 以降も必要になります。Gradle などのツールを使用することもできますが、AWS CDK Toolkit 
によって生成されるアプリケーションのスケルトンは Maven プロジェクトです。

Note

サードパーティ言語の廃止:言語バージョンは、ベンダーまたはコミュニティが共有するサポート
終了 (EOL) までのみサポートされ、事前の通知により変更される場合があります。

プロジェクトの作成
空のディレクトリを呼び出してcdk init、新しいAWS CDKプロジェクトを作成します。

mkdir my-project
cd my-project
cdk init app --language java

cdk initは、プロジェクトフォルダの名前を使用して、クラス、サブフォルダ、ファイルなど、プロ
ジェクトのさまざまな要素に名前を付けます。フォルダ名に含まれるハイフンはアンダースコアに変換さ
れます。ただし、それ以外の場合、名前は Java 識別子の形式に従う必要があります。たとえば、数字で
始めたり、スペースを含めたりはしないでください。

作成されたプロジェクトには、software.amazon.awscdk Maven パッケージへの参照が含まれます。
これとその依存関係は Maven によって自動的にインストールされます。

IDE を使用している場合は、プロジェクトを開いたりインポートしたりできるようになりました。たとえ
ば、Eclipse では、「ファイル」>「インポート」>「Maven」>「既存の Maven プロジェクト」を選択し
ます。プロジェクト設定が Java 8 (1.8) を使用するように設定されていることを確認します。

AWS構成ライブラリモジュールの管理
Maven を使用して、AWSsoftware.amazon.awscdkグループ内の構成ライブラリパッケージをインス
トールします。ほとんどの構成はアーティファクトに含まれておりaws-cdk-lib、アーティファクトは
デフォルトで新しい Java プロジェクトに追加されます。より高いレベルのCDKサポートがまだ開発中の
サービスのモジュールは、サービス名の短いバージョン（AWSまたはAmazonプレフィックスなし）を付
けた名前が付けられた別の「実験的」パッケージに含まれています。Maven セントラル・リポジトリを検
索して、AWS CDKAWSすべてのコンストラクト・モジュール・ライブラリの名前を検索してください。

Note

Java 版の CDK API リファレンスにもパッケージ名が表示されます。

AWS一部のサービスのコンストラクトライブラリのサポートは、複数の名前空間にあります。
たとえば、Amazon Route 53 の機能はsoftware.amazon.awscdk.route53、、route53-
patternsroute53resolver、に分かれていますroute53-targets。

AWS CDKメインパッケージは Javasoftware.amazon.awscdk コードにとして
インポートされます。AWSConstruct Library 内のさまざまなサービスのモジュール
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は、Mavensoftware.amazon.awscdk.services パッケージ名と同じ名前で存
在し、名前が付けられています。たとえば、Amazon S3 モジュールの名前空間はで
すsoftware.amazon.awscdk.services.s3。

各 Java ソースファイルで使用するAWS Construct Library クラスごとに個別の Javaimport ステートメン
トを記述し、ワイルドカードによるインポートは避けることをお勧めします。型の完全修飾名 (名前空間
を含む) は、importステートメントなしでいつでも使用できます。

アプリケーションが実験パッケージに依存している場合
は、pom.xml<dependency><dependencies>プロジェクトを編集してコンテナに新しい要素を追加し
ます。たとえば、<dependency> CodeStar 次の要素は実験用構成ライブラリモジュールを指定します。

<dependency> 
    <groupId>software.amazon.awscdk</groupId> 
    <artifactId>codestar-alpha</artifactId> 
    <version>2.0.0-alpha.10</version>
</dependency>

Tip

Java IDE を使用している場合は、おそらく Maven の依存関係を管理する機能が搭載されていま
す。ただし、IDE の機能が手作業で行う機能と一致することが確実でない限り、pom.xml直接編
集することをおすすめします。

AWS CDKジャワのイディオム
小道具
AWSConstruct Library クラスはすべて、コンストラクトが定義されているスコープ (コンストラクトツ
リー内の親)、ID、および props (コンストラクトがリソースの設定に使用するキーと値のペアのバンドル) 
の 3 つの引数を使用してインスタンス化されます。を作成します。他のクラスやメソッドでも、引数に
「属性のバンドル」パターンを使用します。

Java では、プロップはビルダーパターンを使用して表現されます。各構成タイプには対応する小道具タイ
プがあります。たとえば、(Amazon S3 バケットを表す)Bucket 構成は、BucketPropsのインスタンスを
小道具として使用します。

BucketPropsこのクラスには (すべてのAWS Construct Library プロップクラスと同様) という内部
クラスがありますBuilder。BucketProps.Builderこのタイプには、BucketPropsインスタン
スのさまざまなプロパティを設定するメソッドが用意されています。Builder各メソッドはインスタ
ンスを返すため、メソッド呼び出しを連鎖させて複数のプロパティを設定できます。チェーンの最後
で、build()BucketPropsを呼び出して実際にオブジェクトを生成します。

Bucket bucket = new Bucket(this, "MyBucket", new BucketProps.Builder() 
                           .versioned(true) 
                           .encryption(BucketEncryption.KMS_MANAGED) 
                           .build());

小道具のようなオブジェクトを最後の引数とするコンストラクトやその他のクラスは、ショートカットを
提供します。クラスにはBuilder、クラスとその props オブジェクトを 1 つのステップでインスタンス化
する独自のクラスがあります。この方法では、と aBucket の両方を明示的に (たとえば)BucketProps イ
ンスタンス化する必要もありませんし、props タイプの import も必要ありません。

Bucket bucket = Bucket.Builder.create(this, "MyBucket") 
                           .versioned(true) 
                           .encryption(BucketEncryption.KMS_MANAGED) 
                           .build();
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既存の構成から独自の構成を派生させる場合、追加のプロパティを受け入れる必要がある場合がありま
す。次のビルダパターンに従うことをお勧めします。ただし、これは構成クラスをサブクラス化するほど
単純ではありません。2Builder つの新しいクラスの可動部分は自分で用意する必要があります。単に 1 
つ以上の追加引数を受け入れるように構成したほうがよい場合もあります。引数がオプションである場合
は、追加のコンストラクターを指定する必要があります。

ジェネリック構造
一部の APIAWS CDK では、 JavaScript は配列または型指定されていないオブジェクトをメソッドへの入
力として使用します。(たとえば、AWS CodeBuildBuildSpec.fromObject()のメソッドを参照してく
ださい。) Java では、これらのオブジェクトはとして表されますjava.util.Map<String, Object>。
値がすべて文字列の場合は、を使用できますMap<String, String>。

Java には、他の言語のようにこのようなコンテナのリテラルを記述する方法はありません。Java 9 以降
では、java.util.Map.of()を使用してこれらの呼び出しのいずれかを実行するだけで、最大 10 個のエ
ントリのマップを簡単にインラインで定義できます。

java.util.Map.of( 
    "base-directory", "dist", 
    "files", "LambdaStack.template.json" 
 )

10 個以上のエントリを含むマップを作成するには、を使用してくださ
いjava.util.Map.ofEntries()。

Java 8 を使用している場合は、これらに似た独自のメソッドを提供できます。

JavaScript 配列は JavaList<Object>List<String> ではまたはとして表されま
す。java.util.Arrays.asListこの方法は、ショートList s を定義する場合に便利です。

List<String> cmds = Arrays.asList("cd lambda", "npm install", "npm install typescript")

欠落した値
Java では、propAWS CDK などのオブジェクトの欠損値はで表されますnull。何らかの処理を行う
前に、null可能性のある値を明示的にテストして、値が含まれていることを確認する必要がありま
す。Javaには、他の言語のようにNULL値を処理するのに役立つ「シンタックスシュガー」はありませ
ん。 ObjectUtildefaultIfNullfirstNonNull状況によってはApacheのとが役に立つことがあります。あるいは、
独自の静的ヘルパーメソッドを作成して、潜在的に null 値を処理しやすくし、コードをより読みやすくす
ることもできます。

ビルド、統合、デプロイ
は、AWS CDK実行前にアプリを自動的にコンパイルします。ただし、エラーを確認したりテストを実行
したりするには、アプリを手動でビルドすると便利な場合があります。これは IDE で行うことも (Eclipse 
では Control-B を押すなど)、mvn compileプロジェクトのルートディレクトリでコマンドプロンプトか
らコマンドを実行して実行することもできます。

作成したテストは、mvn testコマンドプロンプトで実行して実行します。

AWS CDKアプリで定義されているスタックは (p. 108)、以下のコマンドを使用して個別にまたはまとめ
て合成およびデプロイできます。一般的には、発行するときはプロジェクトのメインディレクトリにいな
ければなりません。

• cdk synth:AWS CDK アプリ内の 1AWS CloudFormation つ以上のスタックからテンプレートを合成し
ます。
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• cdk deploy:AWS CDK アプリ内の 1AWS つ以上のスタックによって定義されたリソースをにデプロイ
します。

合成またはデプロイする複数のスタックの名前を 1 つのコマンドで指定できます。アプリで定義されてい
るスタックが 1 つのみの場合、それを指定する必要はありません。

cdk synth                 # app defines single stack
cdk deploy Happy Grumpy   # app defines two or more stacks; two are deployed

ワイルドカード「* (任意の文字数)」と「?」を使用することもできます。 (任意の 1 文字) でスタックをパ
ターンで識別します。ワイルドカードを使用する場合は、パターンを引用符で囲んでください。そうしな
いと、AWS CDKシェルはツールキットに渡される前に、現在のディレクトリにあるファイルの名前に展
開しようとする可能性があります。

cdk synth "Stack?"    # Stack1, StackA, etc.
cdk deploy "*Stack"   # PipeStack, LambdaStack, etc.

Tip

スタックをデプロイする前に明示的に合成する必要はありません。cdk deployこのステップを
実行して、最新のコードが確実にデプロイされるようにします。

cdkコマンドの詳細な説明については、を参照してくださいthe section called “AWS CDK ツールキッ
ト” (p. 305)。

C#AWS CDK でを操作
.NETAWS CDK はが完全にサポートされているクライアント言語であり、安定していると考えられていま
す。C #は、例とサポートを提供する主な.NET言語です。Visual Basic や F# などの他の.NETAWS CDK 言
語でアプリケーションを作成することもできますが、CDKAWS ではこれらの言語の使用については限定
的にサポートされています。

Visual Studio、Visual Studio Code、dotnetコマンド、 NuGet パッケージマネージャーなどの使い慣れた
ツールを使用して C#AWS CDK でアプリケーションを開発できます。AWSコンストラクトライブラリを
構成するモジュールは nuget.org 経由で配布されます。

C#AWS CDK でアプリケーションを開発するには、Windows 上の Visual Studio 2019 (すべてのエディ
ション) を使用することをお勧めします。

前提条件
を使用するにはAWS CDK、AWSアカウントと認証情報が必要で、Node.js とAWS CDK Toolkit がインス
トールされている必要があります。AWS CDK前提条件を参照してください (p. 29)。

C#AWS CDK アプリケーションには、.NET Core v3.1 以降が必要です。こちらから入手できます。

Note

サードパーティ言語の廃止:言語バージョンは、ベンダーまたはコミュニティが共有するサポート
終了 (EOL) までのみサポートされ、事前の通知により変更される場合があります。

.NET ツールチェーンにはdotnet、.NET アプリケーションの構築と実行、 NuGet およびパッケージの
管理を行うためのコマンドラインツールが含まれています。主に Visual Studio で作業している場合で
も、AWSこのコマンドはバッチ操作や構成ライブラリパッケージのインストールに役立ちます。
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プロジェクトの作成
cdk init空のディレクトリでを呼び出して、新しいAWS CDKプロジェクトを作成します。

mkdir my-project
cd my-project
cdk init app --language csharp

cdk initプロジェクトフォルダの名前を使用して、クラス、サブフォルダ、ファイルなど、プロジェク
トのさまざまな要素に名前を付けます。フォルダ名に含まれるハイフンはアンダースコアに変換されま
す。ただし、名前は C# で C# で識別子と同じです。

作成されるプロジェクトには、Amazon.CDK.Lib NuGetパッケージへの参照が含まれます。これとその依
存関係は、によって自動的にインストールされます NuGet。

AWS構成ライブラリモジュールの管理
.NET NuGet エコシステムはパッケージマネージャーを使用します。コアクラスとすべての安定したサー
ビス構成を含むメインの CDK パッケージはですAmazon.CDK.Lib。新しい機能が活発に開発されている
実験モジュールには、「like」という名前が付けられます。サービス名はAmazon.CDK.AWS.SERVICE-
NAME.Alpha、AWSまたは Amazon プレフィックスを含まない短い名前です。たとえば、 NuGetAWS 
IoTモジュールのパッケージ名はですAmazon.CDK.AWS.IoT.Alpha。必要なパッケージが見つからない
場合は、NuGet.org を検索してください。

Note

.NET 版の CDK API リファレンスには、パッケージ名も表示されます。

AWS一部のサービスのコンストラクトライブラリのサポートは複数のモジュールに
含まれています。たとえば、AWS IoTにはという名前の 2 番目のモジュールがありま
すAmazon.CDK.AWS.IoT.Actions.Alpha。

AWS CDKのメインモジュールは、AWS CDKほとんどのアプリで必要ですが、C# コードではとし
てインポートされますAmazon.CDK。AWSコンストラクトライブラリのさまざまなサービスのモ
ジュールは、以下にありますAmazon.CDK.AWS。たとえば、Amazon S3 モジュールの名前空間はで
すAmazon.CDK.AWS.S3。

CDK コアコンストラクトおよび各 C#AWS ソースファイルで使用するサービスごとに C#using ディレク
ティブを記述することをおすすめします。名前空間または型にエイリアスを使用すると、名前の競合を解
決するのに役立つ場合があります。型の完全修飾名 (名前空間を含む) は、usingステートメントなしでい
つでも使用できます。

NuGet には、ほぼ同等の標準インターフェイスが 4 つあります。ニーズや作業スタイルに合ったものを使
用できます。Paket やなどの互換性のあるツールを使用することもできますMyGet。

ビジュアルスタジオ NuGet GUI
Visual Studio NuGet のツールには、[ツール] > [NuGet Package マネージャー] > [ NuGet ソリューション
のパッケージの管理] からアクセスできます。「ブラウズ」タブを使用して、AWSインストールするコン
ストラクトライブラリパッケージを検索します。モジュールのプレリリースバージョンを含む目的のバー
ジョンを選択して、開いているプロジェクトのいずれかに追加できます。

Note

「実験的」AWS と見なされるすべてのConstruct Libraryモジュール（を参照the section called 
“バージョニング” (p. 229)）には、 NuGet プレリリースとしてフラグが付けられ、alpha名前の
サフィックスが付いています。
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更新ページを見て、パッケージの新しいバージョンをインストールしてください。

NuGet コンソール
NuGet コンソールは、Visual Studio PowerShell NuGet プロジェクトのコンテキストで動作するベースの
インターフェイスです。Visual Studio で開くには、[ツール] > [Package マネージャー] > [NuGet Package
マネージャーコンソール] を選択します。このツールの使用方法の詳細については、「Visual Studio の
Package マネージャーコンソールによるパッケージのインストールと管理」を参照してください。

dotnetコマンド
dotnetこのコマンドは、Visual Studio C# プロジェクトを操作するための主要なコマンドラインツール
です。任意の Windows コマンドプロンプトから呼び出すことができます。多くの機能の中でも、Visual 
Studiodotnet NuGet プロジェクトに依存関係を追加できます。

Visual Studio プロジェクト (.csproj) ファイルと同じディレクトリにいると仮定して、次のようなコマ
ンドを実行してパッケージをインストールします。メインの CDK ライブラリはプロジェクトの作成時に
含まれるため、あとは実験的なモジュールを明示的にインストールするだけでよいことに注意してくださ
い。実験モジュールでは、明示的なバージョン番号を指定する必要があります。
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dotnet add package Amazon.CDK.AWS.IoT.Alpha -v VERSION-NUMBER

addキーワードの後に、プロジェクトファイルまたはプロジェクトファイルを含むディレクトリへのパス
を含めることで、別のディレクトリからコマンドを発行できます。次の例では、AWS CDKプロジェクト
のメインディレクトリにいることを前提としています。

dotnet add src/PROJECT-DIR package Amazon.CDK.AWS.IoT.Alpha -v VERSION-NUMBER

パッケージの特定バージョンをインストールするには、-vフラグと目的のバージョンを含めます。

パッケージを更新するには、dotnet addインストールに使用したのと同じコマンドを実行します。実験
モジュールの場合も、バージョン番号を明示的に指定する必要があります。

dotnetコマンドを使用したパッケージ管理の詳細については、「dotnet CLI を使用したパッケージのイン
ストールと管理」を参照してください。

nugetコマンド
nuget NuGet コマンドラインツールはパッケージをインストールおよび更新できます。ただし、Visual 
Studio プロジェクトは、cdk initプロジェクトの設定方法とは異なる方法で設定する必要があります。
(技術的詳細:nugetPackages.configプロジェクトと連携しながら、cdk initPackageReference新
しいスタイルのプロジェクトを作成します。)

nugetAWS CDKによって作成されたプロジェクトでこのツールを使用することはお勧めしませんcdk 
init。別のタイプのプロジェクトを使用していて、nuget使用したい場合は、NuGet CLIリファレンスを
参照してください。

AWS CDKC# のイディオム
小道具
AWSConstruct Library クラスはすべて、コンストラクトが定義されているスコープ (コンストラクトツ
リー内の親)、ID、および props (コンストラクトがリソースの設定に使用するキーと値のペアのバンドル) 
の 3 つの引数を使用してインスタンス化されます。を作成します。他のクラスやメソッドでも、引数に
「属性のバンドル」パターンを使用します。

C# では、小道具は小道具型を使用して表現されます。慣用的な C# のやり方では、オブジェクトイニシャ
ライザを使用してさまざまなプロパティを設定できます。ここでは、Bucketコンストラクトを使用して 
Amazon S3 バケットを作成しています。対応するプロップタイプはですBucketProps。

var bucket = new Bucket(this, "MyBucket", new BucketProps { 
    Versioned = true
});

Tip

Amazon.JSII.Analyzersパッケージをプロジェクトに追加すると、Visual Studio 内の props 
定義で必要な値を確認できるようになります。

クラスを拡張したりメソッドをオーバーライドしたりする場合、親クラスでは理解できない独自の目的の
ために追加の小道具を受け入れたい場合があります。そのためには、適切な props タイプをサブクラス化
し、新しい属性を追加します。

// extend BucketProps for use with MimeBucket
class MimeBucketProps : BucketProps { 
    public string MimeType { get; set; }
}
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// hypothetical bucket that enforces MIME type of objects inside it
class MimeBucket : Bucket { 
     public MimeBucket( readonly Construct scope, readonly string id, readonly 
 MimeBucketProps props=null) : base(scope, id, props) { 
         // ... 
     }
}

// instantiate our MimeBucket class  
var bucket = new MimeBucket(this, "MyBucket", new MimeBucketProps { 
    Versioned = true, 
    MimeType = "image/jpeg"
});

親クラスのイニシャライザまたはオーバーライドされたメソッドを呼び出す場合、通常は受け取った小道
具を渡すことができます。新しいタイプは親タイプと互換性があり、追加した余分なプロパティは無視さ
れます。

のfuture リリースでは、AWS CDK自分のプロパティに使用した名前の新しいプロパティが偶然に追加され
る可能性があります。これにより、コンストラクトやメソッドを使用しても技術的な問題は発生しません
が (プロパティは「上位クラス」に渡されないため、親クラスやオーバーライドされたメソッドはデフォ
ルト値を使用するだけです)、コンストラクトのユーザは混乱を招く可能性があります。この潜在的な問題
を回避するには、プロパティに名前を付けて、構成に明確に属するようにします。新しいプロパティが多
数ある場合は、それらを適切な名前のクラスにまとめて、1 つのプロパティとして渡します。

汎用構造
一部の APIAWS CDK では、 JavaScript は配列または型指定されていないオブジェクトをメ
ソッドへの入力として使用します。(たとえば、AWS CodeBuildBuildSpec.fromObject()の
メソッドを参照してください。) C# では、これらのオブジェクトはとして表されま
すSystem.Collections.Generic.Dictionary<String, Object>。値がすべて文字列の場合は、
を使用できますDictionary<String, String>。 JavaScript 配列は C#object[]string[] では配列
型または配列型として表されます。

Tip

このような特定の種類の辞書での作業を簡単にするために、短いエイリアスを定義するとよいで
しょう。

using StringDict = System.Collections.Generic.Dictionary<string, string>;
using ObjectDict = System.Collections.Generic.Dictionary<string, object>;

欠落した値
C# では、propAWS CDK などのオブジェクトの欠損値はで表されますnull。これらの値を扱うに
は、?.??ヌル条件付きメンバーアクセス演算子とヌル合体演算子が便利です。

// mimeType is null if props is null or if props.MimeType is null
string mimeType = props?.MimeType;

// mimeType defaults to text/plain. either props or props.MimeType can be null
string MimeType = props?.MimeType ?? "text/plain";

ビルド、統合、デプロイ
は、AWS CDK実行前にアプリを自動的にコンパイルします。ただし、エラーを確認してテストを実行す
るには、アプリを手動でビルドすると便利な場合があります。これを行うには、Visual Studio で F6 キー

Version 2
56

https://docs.aws.amazon.com/cdk/api/v2/docs/aws-cdk-lib.aws_codebuild.BuildSpec.html


AWS Cloud Development Kit (AWS 
CDK) v2 デベロッパーガイド

In Go

を押すか、dotnet build srcコマンドラインからコマンドを実行します。srcコマンド行は、Visual 
Studio Solution (.sln) ファイルを含むプロジェクトディレクトリ内のディレクトリです。

AWS CDKアプリで定義されているスタックは (p. 108)、以下のコマンドを使用して個別にまたはまとめ
て合成およびデプロイできます。一般的には、発行するときはプロジェクトのメインディレクトリにいな
ければなりません。

• cdk synth:AWS CDK アプリ内の 1AWS CloudFormation つ以上のスタックからテンプレートを合成し
ます。

• cdk deploy:AWS CDK アプリ内の 1AWS つ以上のスタックによって定義されたリソースをにデプロイ
します。

合成またはデプロイする複数のスタックの名前を 1 つのコマンドで指定できます。アプリでスタックが 1 
つのみの場合、スタックを指定する必要はありません。

cdk synth                 # app defines single stack
cdk deploy Happy Grumpy   # app defines two or more stacks; two are deployed

ワイルドカード「* (任意の文字数)」と「?」を使用することもできます。 (任意の 1 文字) でスタックをパ
ターンで識別します。ワイルドカードを使用する場合は、パターンを引用符で囲んでください。そうしな
いと、AWS CDKシェルはツールキットに渡される前に、現在のディレクトリにあるファイルの名前に展
開しようとする可能性があります。

cdk synth "Stack?"    # Stack1, StackA, etc.
cdk deploy "*Stack"   # PipeStack, LambdaStack, etc.

Tip

スタックをデプロイする前に明示的に合成する必要はありません。cdk deployこのステップを
実行して、最新のコードが確実にデプロイされるようにします。

cdkコマンドの詳細な説明については、を参照してくださいthe section called “AWS CDK ツールキッ
ト” (p. 305)。

GoAWS CDK での操作
GoAWS CDK はが完全にサポートされているクライアント言語であり、安定していると考えられていま
す。GoAWS CDK での操作には使い慣れたツールを使用します。Goバージョンのイベントは、AWS CDK 
Goスタイルの識別子を使用します。

CDK がサポートする他の言語とは異なり、Go は従来のオブジェクト指向プログラミング言語ではありま
せん。Go では、他の言語では継承を利用することが多いコンポジションを使用します。できる限り慣用
的な Go アプローチを採用するように努めてきましたが、CDK が独自の方向性を示す場所もあります。

このトピックでは、AWS CDK in Go での作業の詳細について説明します。の簡単な Go プロジェクトの説
明については、発表に関するブログ記事を参照してくださいAWS CDK。

前提条件
を使用するにはAWS CDK、AWSアカウントと認証情報が必要で、Node.js とAWS CDK Toolkit がインス
トールされている必要があります。AWS CDK前提条件を参照してください (p. 29)。

標準の Go ツールチェーン v1.18AWS CDK 以降を使用するための Go バインディング。任意のテキストエ
ディタを使用できます。
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プロジェクトの作成

Note

サードパーティ言語の廃止:言語バージョンは、ベンダーまたはコミュニティが共有するサポート
終了 (EOL) までのみサポートされ、事前の通知により変更される場合があります。

プロジェクトの作成
cdk init空のディレクトリでを呼び出して、新しいAWS CDKプロジェクトを作成します。

mkdir my-project
cd my-project
cdk init app --language go

cdk initは、プロジェクトフォルダの名前を使用して、クラス、サブフォルダ、ファイルなど、プロ
ジェクトのさまざまな要素に名前を付けます。フォルダ名に含まれるハイフンはアンダースコアに変換さ
れます。ただし、それ以外の場合、名前は Go の識別子の形式を使用する必要があります。例えば、数字
で始めたり、スペースを含めたりはしないでください。

作成されたプロジェクトには、のコアAWS CDK Go モジュールへの参照が含まれま
すgo.mod。github.com/aws/aws-cdk-go/awscdk/v2go getこのモジュールとその他の必要なモ
ジュールをインストールするための問題。

AWS構成ライブラリモジュールの管理
AWS CDKほとんどのドキュメントや例で、「モジュール」という言葉は、AWS Construct Library モ
ジュール (AWSサービスごとに 1 つまたは複数) を指すためによく使われますが、これは Go の慣用的な用
法とは異なります。CDK 構成ライブラリは、モジュール内で GoAWS パッケージとして提供されるさまざ
まなサービスをサポートする個別の Construct Library モジュールとともに 1 つの Go モジュールで提供さ
れます。

AWS一部のサービスの構成ライブラリのサポートは、複数の構成ライブラリモジュール (Go パッケー
ジ) に含まれています。たとえば、Amazon Route 53 には、、awsroute53awsroute53patternsと
いう名前のメインパッケージに加えて 3 つのライブラリモジュールがありま
すawsroute53targets。awsroute53resolver

AWS CDKのコアパッケージは、AWS CDKほとんどのアプリで必要ですが、Go コードではとしてイン
ポートされますgithub.com/aws/aws-cdk-go/awscdk/v2。AWS構成ライブラリのさまざまなサービ
スのパッケージは、以下にありますgithub.com/aws/aws-cdk-go/awscdk/v2。たとえば、Amazon 
S3 モジュールの名前空間はですgithub.com/aws/aws-cdk-go/awscdk/v2/awss3。

import ( 
        "github.com/aws/aws-cdk-go/awscdk/v2/awss3" 
        // ...
)

アプリで使用するサービスの Construct Library モジュール (Go パッケージ) をインポートした
ら、awss3.Bucketたとえばを使用してそのモジュール内の構成にアクセスします。

AWS CDK囲碁のイディオム
フィールド名とメソッド名
フィールド名とメソッド名には、CDK の原語であるキャメルケーシング (likeThis) が使用されていま
す。 TypeScriptGo では、これらは Go の規約に従っているので、Pascal の場合 (LikeThis) もそうで
す。
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クリーンアップ
mainメソッドでは、defer jsii.Close()を使用して CDK アプリが自動的にクリーンアップするよう
にします。

フィールド名とメソッド名
フィールド名とメソッド名には、CDK の原語であるキャメルケーシング (likeThis) が使用されていま
す。 TypeScriptGo では、これらは Go の規約に従っているので、Pascal の場合 (LikeThis) もそうで
す。

欠損値とポインタ変換
Go では、AWS CDKプロパティバンドルなどのオブジェクト内の欠損値はで表されますnil。Go には 
NULL 許容型はありません。nil格納できる型はポインタだけです。値をオプションにするために、プリ
ミティブ型であっても、CDK プロパティ、引数、戻り値はすべてポインタです。これは必須値だけでなく
オプション値にも当てはまるため、後で必須値がオプションになった場合でも、型を大きく変更する必要
はありません。

リテラル値または式を渡すときは、以下の補助関数を使用して値へのポインタを作成します。

• jsii.String
• jsii.Number
• jsii.Bool
• jsii.Time

一貫性を保つために、独自の構造を定義するときも同様にポインタを使用することをお勧めします。たと
えば、id構造を文字列へのポインタではなく文字列として受け取る方が便利に思えるかもしれません。

AWS CDKプリミティブ値や複合型などのオプション値を扱うときは、nil何らかの処理を行う前に、ポ
インタを明示的にテストしてそれらがないことを確認する必要があります。Go には、他の言語のように
空の値や欠損値を処理するのに役立つ「シンタックスシュガー」がありません。ただし、プロパティバ
ンドルなどの構造には必要な値が存在することが保証されているため（そうでない場合は構築が失敗しま
す）、nilこれらの値を確認する必要はありません。

構成と小道具
Go では、1AWS つ以上のリソースとそれに関連する属性を表すコンストラクトがインターフェ
イスとして表現されます。たとえば、awss3.Bucketはインターフェイスです。すべての構成に
は、awss3.NewBucket対応するインターフェイスを実装する構造体を返すなどのファクトリ関数があり
ます。

ファクトリ関数はすべて 3 つの引数を取ります。1 つはコンストラクトを定義するコンストラクト (コン
ストラクトツリー内の親)id、もう 1 つは、propsコンストラクトが作成するリソースの設定に使用する
キーと値のペアのバンドルです。scope「属性のバンドル」パターンは、の他の場所でも使用されていま
すAWS CDK。

Go では、小道具は構造ごとに特定の構造体型で表されます。たとえば、an は 
propsawss3.Bucketawss3.BucketProps 型の引数を取ります。構造体リテラルを使用して小道具の引
数を記述します。

var bucket = awss3.NewBucket(stack, jsii.String("MyBucket"), &awss3.BucketProps{ 
    Versioned: jsii.Bool(true),
})
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汎用構造
一部の場所では、AWS CDK JavaScript は配列または型指定されていないオブジェクトをメソッドへの入
力として使用します。(たとえば、AWS CodeBuildBuildSpec.fromObject()のメソッドを参照してく
ださい。) Go では、これらのオブジェクトはそれぞれスライスと空のインターフェイスとして表されま
す。

CDK には、jsii.Stringsプリミティブ型を含むスライスを作成するなどの可変ヘルパー関数が用意され
ています。

jsii.Strings("One", "Two", "Three")

カスタム構成の開発
Go では、既存の構成を拡張するよりも、新しい構成を記述するほうが簡単です。まず、新しい構造体型
を定義し、拡張機能のようなセマンティクスが必要な場合は、既存の型を匿名で埋め込みます。追加する
新しい機能のメソッドと、必要なデータを保持するために必要なフィールドを記述します。構成に props 
インターフェイスが必要な場合は、それを定義してください。最後に、NewMyConstruct()構成のインス
タンスを返すファクトリ関数を作成します。

既存の構成のいくつかのデフォルト値を変更したり、インスタンス化時に簡単な動作を追加したりするだ
けであれば、そのような面倒な作業は必要ありません。代わりに、「拡張」している構成のファクトリ関
数を呼び出すファクトリ関数を記述してください。たとえば、他の CDK 言語では、タイプをオーバーラ
イドして Amazon S3TypedBucket バケット内のオブジェクトのタイプを強制する構造を作成し、新しい
タイプのイニシャライザで、指定されたファイル名拡張子のみをバケットに追加できるようにするバケッ
トポリシーを追加できます。s3.BucketGo では、適切なバケットポリシーを追加したs3.Bucket (イン
スタンス化されたs3.NewBucket) を返す aNewTypedBucket を記述するほうが簡単です。この機能は標
準のバケット構造ですでに使用できるため、新しい構成タイプは必要ありません。新しい「構成」は、構
成をより簡単に構成する方法を提供するだけです。

ビルド、統合、デプロイ
は、AWS CDK実行前にアプリを自動的にコンパイルします。ただし、エラーを確認したりテストを実行
したりするには、アプリを手動でビルドすると便利な場合があります。これは、go buildプロジェクト
のルートディレクトリでコマンドプロンプトでコマンドを実行することで実行できます。

作成したテストは、go testコマンドプロンプトで実行して実行します。

AWS CDKアプリで定義されたスタックは (p. 108)、以下のコマンドを使用して個別にまたはまとめて合
成およびデプロイできます。一般的には、発行するときはプロジェクトのメインディレクトリにいなけれ
ばなりません。

• cdk synth:AWS CDK アプリ内の 1AWS CloudFormation つ以上のスタックからテンプレートを合成し
ます。

• cdk deploy:AWS CDK アプリ内の 1AWS つ以上のスタックによって定義されたリソースをにデプロイ
します。

合成またはデプロイする複数のスタックの名前を 1 つのコマンドで指定できます。アプリで定義されてい
るスタックが 1 つのみの場合、指定する必要はありません。

cdk synth                 # app defines single stack
cdk deploy Happy Grumpy   # app defines two or more stacks; two are deployed

ワイルドカード「* (任意の文字数)」と「?」を使用することもできます。 (任意の 1 文字) でスタックをパ
ターンで識別します。ワイルドカードを使用する場合は、パターンを引用符で囲んでください。そうしな
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いと、AWS CDKシェルはツールキットに渡される前に、現在のディレクトリにあるファイルの名前に展
開しようとする可能性があります。

cdk synth "Stack?"    # Stack1, StackA, etc.
cdk deploy "*Stack"   # PipeStack, LambdaStack, etc.

Tip

スタックをデプロイする前に明示的に合成する必要はありません。cdk deployこのステップを
実行して、最新のコードがデプロイされていることを確認します。

cdkコマンドの詳細な説明については、を参照してくださいthe section called “AWS CDK ツールキッ
ト” (p. 305)。
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依存関係の管理
AWS CDKアプリまたはライブラリの依存関係は、パッケージ管理ツールを使用して管理されます。これ
らのツールは通常、アプリを開発する際に使用するプログラミング言語で使用されます。

通常、CDK は、その言語の標準または公式のパッケージ管理ツールがあればサポートし、存在しない場合
は最も一般的な、または広くサポートされているパッケージ管理ツールをサポートします。他のツールも
使用できる場合があります。特に、サポートされているツールと相互運用できる場合は、他のツールも使
用できる場合があります。ただし、代替ツールのサポートには限りがあります。

CDK は以下のパッケージマネージャーをサポートしています。

言語 サポートされているパッケージ管理ツール

TypeScript/JavaScript NPM (ノードPackage マネージャー) または Yarn

Python PIP (Python 用Package インストーラー)

Java Maven (メイヴン)

C# NuGet

Go Go モジュール

Note

によって生成されるプロジェクトは、CDKcdk init コアライブラリと安定版コンストラクトの依存
関係を指定します。

このトピックの残りの部分では、AWS CDK各言語での依存関係の使用について詳しく説明します。

TypeScript と JavaScript
TypeScript および JavaScript CDK プロジェクトでは、package.json依存関係はプロジェクトのメ
インディレクトリで指定されます。AWS CDKコアモジュール (すべての安定版構成を含む) は単一の 
NPMaws-cdk-lib パッケージに入っています。APIがまだ改良されていない不安定なモジュールは、
独自のモジュールで配布されます。さらに、constructconstructs基本クラスとサポートコードはモ
ジュール内にあります。

Tip

を使用してパッケージをインストールするとnpm install、NPMpackage.json がそのパッケージ
を自動的に記録します。

必要に応じて、NPM の代わりに Yarn を使用することもできます。ただし、CDK は Yarn 2 plug-and-
play のデフォルトモードである Yarn のモードをサポートしていません。この機能をオフにするに
は、.yarnrc.ymlプロジェクトのファイルに以下を追加してください。

nodeLinker: node-modules
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アプリケーション
以下に示しているのは、package.jsonが生成した例ですcdk init --language typescript。 JavaScript で生
成されたファイルも同様ですが、 TypeScript関連するエントリがないだけです。

{ 
  "name": "my-package", 
  "version": "0.1.0", 
  "bin": { 
    "my-package": "bin/my-package.js" 
  }, 
  "scripts": { 
    "build": "tsc", 
    "watch": "tsc -w", 
    "test": "jest", 
    "cdk": "cdk" 
  }, 
  "devDependencies": { 
    "@types/jest": "^26.0.10", 
    "@types/node": "10.17.27", 
    "jest": "^26.4.2", 
    "ts-jest": "^26.2.0", 
    "aws-cdk": "2.16.0", 
    "ts-node": "^9.0.0", 
    "typescript": "~3.9.7" 
  }, 
  "dependencies": { 
    "aws-cdk-lib": "2.16.0", 
    "constructs": "^10.0.0", 
    "source-map-support": "^0.5.16" 
  }
}

デプロイ可能な CDK アプリについては、aws-cdk-libdependenciesのセクションで指定する必要があ
りますpackage.json。キャレット (^) バージョン番号指定子を使用すると、同じメジャーバージョン内
にある限り、指定されたバージョンよりも新しいバージョンを受け入れることを示すことができます。

API が変更される可能性のある alpha Construct ライブラリモジュールの正確なバージョンを指定してくだ
さい。これらのモジュールの新しいバージョンでは API が変更され、アプリが機能しなくなる可能性があ
るため、^ や ~ は使用しないでください。

devDependenciesのセクションで、アプリのテストに必要なライブラリとツールのバージョン (jestテ
ストフレームワークなど) を指定しますpackage.json。オプションで、^ を使用して、新しい互換バー
ジョンも受け入れられるように指定できます。

ライブラリーの構築
構成ライブラリを開発する場合は、package.json次のサンプルファイルに示すよう
に、peerDependenciesdevDependenciesとセクションを組み合わせて依存関係を指定します。

{ 
  "name": "my-package", 
  "version": "0.0.1", 
  "peerDependencies": { 
    "aws-cdk-lib": "^2.14.0", 
    "@aws-cdk/aws-appsync-alpha": "2.10.0-alpha", 
    "constructs": "^10.0.0" 
  }, 
  "devDependencies": { 
    "aws-cdk-lib": "2.14.0", 
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    "@aws-cdk/aws-appsync-alpha": "2.10.0-alpha", 
    "constructs": "10.0.0", 
    "jsii": "^1.50.0", 
    "aws-cdk": "^2.14.0" 
  }
}

ではpeerDependencies、キャレット (^) を使用して、aws-cdk-libライブラリが使用するバージョン
のうち最も低いバージョンを指定します。これにより、ライブラリのさまざまな CDK バージョンとの互
換性が最大化されます。API が変更される可能性のある alpha Construct ライブラリモジュールの正確な
バージョンを指定してください。peerDependenciesを使用すると、node_modulesツリーにはすべて
の CDK ライブラリのコピーが 1 つだけ存在するようになります。

でdevDependencies、テストに必要なツールとライブラリを指定します。オプションで ^ を付けて、
互換性のある新しいバージョンでも問題ないことを示します。aws-cdk-libライブラリと互換性のある
CDKパッケージの最下位バージョンおよびその他の CDK パッケージを正確に (^ または ~ なしで) 指定し
てください。この方法により、テストがそれらのバージョンに対して実行されるようになります。これ
により、新しいバージョンにしかない機能を誤って使用した場合でも、テストでその機能をcatch できま
す。

Warning

peerDependenciesNPM 7 以降でのみ自動的にインストールされます。NPM 6 以前を使用し
ている場合、または Yarn を使用している場合は、依存関係の依存関係をに含める必要がありま
すdevDependencies。そうしないと、これらはインストールされず、未解決のピア依存関係に
関する警告が表示されます。

依存関係のインストールと更新
次のコマンドを実行して、プロジェクトの従属関係をインストールします。

NPM

# Install the latest version of everything that matches the ranges in 'package.json'
npm install

# Install the same exact dependency versions as recorded in 'package-lock.json'
npm ci

Yarn

# Install the latest version of everything that matches the ranges in 'package.json'
yarn upgrade

# Install the same exact dependency versions as recorded in 'yarn.lock'
yarn install --frozen-lockfile

インストールされたモジュールを更新するにはnpm install、yarn upgrade前述のコマンドを使用できま
す。どちらのコマンドでも、package.jsonパッケージはのルールを満たす最新バージョンに更新されま
す。node_modulesただし、package.json自動更新は行われないため、新しい最小バージョンを設定し
たい場合もあるでしょう。パッケージをホストしている場合は GitHub、Dependabot のバージョン更新が
自動的に更新されるように設定できますpackage.json。または npm-check-updates を使用します。

Important

設計上、依存関係をインストールまたは更新する際、NPM と Yarn はで指定された要件を満た
すすべてのパッケージの最新バージョンを選択しますpackage.json。これらのバージョンが
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Python

（誤って、または意図的に）壊れてしまう危険性は常にあります。プロジェクトの依存関係を更
新した後は、十分にテストしてください。

Python
Python では、依存関係を (アプリケーションの場合) またはrequirements.txtsetup.py (構成ライブ
ラリの場合) に入れて指定します。その後、依存関係は PIP ツールで管理されます。PIP は、次のいずれ
かの方法で呼び出されます。

pip command options
python -m pip command options

python -m pipこの呼び出しはほとんどのシステムで機能するためpip、PIP の実行ファイルがシステムパス
上にある必要があります。pip動作しない場合は、に置き換えてみてくださいpython -m pip。

cdk init --language python新しいプロジェクト用の仮想環境を作成します。これによ
り、requirements.txt各プロジェクトには独自のバージョンの依存関係と基本ファイルがあります。プ
ロジェクトの作業を開始するたびに、この仮想環境 (source .venv/bin/activate) をアクティブ化する必要が
あります。

アプリケーション
例の requirements.txt を次に示します。PIP には依存関係ロック機能がないため、次に示すように == 
演算子を使用してすべての依存関係の正確なバージョンを指定することをお勧めします。

aws-cdk-lib==2.14.0
aws-cdk.aws-appsync-alpha==2.10.0a0

pip installを使用してモジュールをインストールしてもモジュールはに追加されないため、自分でインス
トールする必要があります。requirements.txt依存関係を新しいバージョンにアップグレードする場合
は、requirements.txtでバージョン番号を編集します。

作成または編集後にプロジェクトの依存関係をインストールまたは更新するにはrequirements.txt、以
下を実行します。

python -m pip install -r requirements.txt

Tip

pip freezeこのコマンドは、インストールされているすべての依存関係のバージョンを、テキ
ストファイルに書き込める形式で出力します。これはで要件ファイルとして使用できますpip 
install -r。このファイルは、すべての依存関係 (推移的な依存関係を含む) をテストしたバー
ジョンにピン留めするのに便利です。後でパッケージをアップグレードする際の問題を回避する
には、freeze.txt (notrequirements.txt) などの別のファイルを使用してください。次に、
プロジェクトの依存関係をアップグレードするときに再生成します。

ライブラリーの構築
ライブラリでは、依存関係はで指定されるためsetup.py、アプリケーションでパッケージが使
用されると推移的な依存関係が自動的にダウンロードされます。そうしないと、パッケージを
使用するすべてのアプリケーションが、依存関係をそのパッケージにコピーする必要がありま
すrequirements.txt。setup.pyここでは例を示します。
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from setuptools import setup

setup( 
  name='my-package', 
  version='0.0.1', 
  install_requires=[ 
    'aws-cdk-lib==2.14.0', 
  ],  
  ...
)

開発用のパッケージを使用するには、仮想環境を作成またはアクティブ化してから、次のコマンドを実行
します。

python -m pip install -e .

PIP は推移的な依存関係を自動的にインストールしますが、インストールできるパッケージは 1 つだけで
す。依存関係ツリーで最上位に指定されたバージョンが選択され、アプリケーションには常にインストー
ルされるパッケージのバージョンが最後に表示されます。

Java
Java では、依存関係は Mavenpom.xml で指定され、Maven を使用してインストールされま
す。<dependencies>コンテナには、<dependency>各パッケージの要素が含まれています。以下は、一
般的な CDK Javapom.xml アプリケーションのセクションです。

Tip

多くの Java IDE には Mavenpom.xml サポートとビジュアルエディターが統合されており、依存
関係の管理に便利な場合があります。

<dependencies> 
    <dependency> 
        <groupId>software.amazon.awscdk</groupId> 
        <artifactId>aws-cdk-lib</artifactId> 
        <version>2.14.0</version> 
    </dependency> 
    <dependency> 
        <groupId>software.amazon.awscdk</groupId> 
        <artifactId>appsync-alpha</artifactId> 
        <version>2.10.0-alpha.0</version> 
    </dependency> 
  </dependencies>

Maven は依存関係ロックをサポートしていません。でバージョン範囲を指定することも可能です
がpom.xml、ビルドを繰り返し実行できるように、常に正確なバージョンを使用することをお勧めしま
す。

Maven は推移的な依存関係を自動的にインストールしますが、各パッケージのコピーは 1 つしかインス
トールできません。POM ツリーで最上位に指定されたバージョンが選択されます。アプリケーションには
常に、インストールされるパッケージのバージョンが最後に表示されます。

Maven は、プロジェクトをビルド (mvn compile) またはパッケージ化 () するたびに、依存関係を自動的に
インストールまたは更新します。mvn packageCDK Toolkit は実行するたびに自動的にこの処理を行うた
め、通常、手動で Maven を呼び出す必要はありません。
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C#
C#AWS CDK アプリでは、 NuGetを使用して依存関係を管理します。 NuGet には、ほぼ同等の標準イン
ターフェースが4つあり、ニーズや作業スタイルに合ったものを使用できます。Paketなどの互換性のある
ツールを使用したり、MyGet.csprojファイルを直接編集したりすることもできます。

NuGet 依存関係のバージョン範囲を指定することはできません。すべての依存関係は特定のバージョンに
固定されています。

依存関係を更新すると、Visual Studio NuGet は次回のビルド時に各パッケージの指定されたバージョンを
取得するために使用します。Visual Studio を使用していない場合は、dotnet restoreコマンドを使用して依
存関係を更新してください。

プロジェクトファイルを直接編集する
.csprojプロジェクトのファイルには、<ItemGroup><PackageReference依存関係を要素として一覧
表示するコンテナが含まれています。

<ItemGroup> 
    <PackageReference Include="Amazon.CDK.Lib" Version="2.14.0" /> 
    <PackageReference Include="Constructs" Version="%constructs-version%" />
</ItemGroup>

ビジュアルスタジオ NuGet GUI
Visual Studio NuGet のツールには、[ツール] > [NuGet Package マネージャー] > [ NuGet ソリューション
のパッケージの管理] からアクセスできます。「ブラウズ」タブを使用して、AWSインストールするコン
ストラクトライブラリパッケージを検索します。モジュールのプレリリースバージョンを含め、必要な
バージョンを選択して、開いているプロジェクトのいずれかに追加できます。

Note

AWSConstruct Library モジュールは、すべて「実験的」と見なされ (「」を参照the section called 
“バージョニング” (p. 229))、 NuGet プレリリースとしてフラグが付けられ、alpha名前のサ
フィックスが付きます。
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NuGet コンソール

更新ページを見て、パッケージの新しいバージョンをインストールしてください。

NuGet コンソール
NuGet コンソールは、Visual Studio PowerShell NuGet プロジェクトのコンテキストで動作するベースの
インターフェイスです。Visual Studio で開くには、[ツール] > [Package マネージャー] > [NuGet Package
マネージャーコンソール] を選択します。このツールの使用方法の詳細については、「Visual Studio の
Package マネージャーコンソールによるパッケージのインストールと管理」を参照してください。

dotnetコマンド
dotnetこのコマンドは、Visual Studio C# プロジェクトを操作するための主要なコマンドラインツール
です。任意の Windows コマンドプロンプトから呼び出すことができます。多くの機能の中でも、Visual 
Studiodotnet NuGet プロジェクトに依存関係を追加できます。

Visual Studio プロジェクト (.csproj) ファイルと同じディレクトリにいると仮定して、次のようなコマン
ドを実行してパッケージをインストールします。メインの CDK ライブラリはプロジェクトの作成時に含
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nugetコマンド

まれるため、実験的なモジュールを明示的にインストールするだけで済みます。実験モジュールでは、明
示的なバージョン番号を指定する必要があります。

dotnet add package Amazon.CDK.AWS.IoT.Alpha -v VERSION-NUMBER

コマンドは別のディレクトリから発行できます。そのためには、addキーワードの後に、プロジェクト
ファイルまたはプロジェクトファイルを含むディレクトリへのパスを含めてください。次の例では、AWS 
CDKプロジェクトのメインディレクトリにいることを前提としています。

dotnet add src/PROJECT-DIR package Amazon.CDK.AWS.IoT.Alpha -v VERSION-NUMBER

パッケージの特定バージョンをインストールするには、-vフラグと必要なバージョンを含めます。

パッケージを更新するには、dotnet addインストールに使用したのと同じコマンドを実行します。実験
モジュールの場合も、バージョン番号を明示的に指定する必要があります。

dotnetコマンドを使用したパッケージ管理の詳細については、「dotnet CLI を使用したパッケージのイン
ストールと管理」を参照してください。

nugetコマンド
nuget NuGet コマンドラインツールはパッケージをインストールおよび更新できます。ただし、Visual 
Studio プロジェクトは、cdk initプロジェクトの設定方法とは異なる方法で設定する必要があります。
(技術的詳細:nugetPackages.configプロジェクトと連携しながら、cdk initPackageReference新
しいスタイルのプロジェクトを作成します。)

nugetAWS CDKによって作成されたプロジェクトでこのツールを使用することはお勧めしませんcdk 
init。別のタイプのプロジェクトを使用していて、nuget使用したい場合は、NuGet CLIリファレンスを
参照してください。

Go
Go では、依存関係のバージョンはで定義されますgo.mod。go.modデフォルトは、ここに示されている
ものと同様です。

module my-package

go 1.16

require ( 
  github.com/aws/aws-cdk-go/awscdk/v2 v2.16.0 
  github.com/aws/constructs-go/constructs/v10 v10.0.5 
  github.com/aws/jsii-runtime-go v1.29.0
)

Package 名 (Go 用語ではモジュール) は URL で指定され、必要なバージョン番号が付加されます。Go の
モジュールシステムはバージョン範囲をサポートしていません。

go getコマンドを実行して、go.mod必要なモジュールをすべてインストールして更新します。依存関係で
利用可能なアップデートのリストを確認するには、を押してくださいgo list -m -u all。
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AWS CDKv2 への移行
バージョン 2AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、希望するプログラミング言語のコードとしてイ
ンフラストラクチャを簡単に記述できるように設計されています。このトピックでは、の v1 と v2 の変更
点について説明しますAWS CDK。

Tip

AWS CDKv1 でデプロイされたスタックを識別するには、awscdk-v1-stack-finder ユーティリティ
を使用してください。

AWS CDKv1 から CDK v2 への主な変更点は以下の通りです。

• AWS CDKv2 は、AWSコアライブラリを含むコンストラクトライブラリの安定した部分を 1aws-cdk-
lib つのパッケージに統合します。開発者は、AWS使用する個々のサービスに追加のパッケージをイン
ストールする必要がなくなりました。この単一パッケージアプローチは、さまざまな CDK ライブラリ
パッケージのバージョンを同期する必要がないことも意味します。

で使用可能なリソースをそのまま表す L1 (CFNxxXX) 構成はAWS CloudFormation、常に安定している
と見なされるため、に含まれていますaws-cdk-lib。

• まだコミュニティと協力して新しい L2 または L3 コンストラクトを開発している実験モジュール
は (p. 87)、に含まれていませんaws-cdk-lib。代わりに、それらは個別のパッケージとして配布さ
れます。実験用パッケージには、alphaサフィックスとセマンティックバージョン番号が付けられてい
ます。セマンティックバージョン番号は、AWS互換性のあるコンストラクトライブラリの最初のバー
ジョンと一致し、alphaサフィックスも付いています。aws-cdk-libコンストラクトは安定版に指定さ
れた後に移行されるため、メインのコンストラクトライブラリは厳密なセマンティックバージョン管理
に従うことができます。

安定性はサービスレベルで決まります。たとえば、Amazon 用に 1 つ以上の L2 コンストラクトを作成
し始めると (p. 87) AppFlow、現時点ではL1コンストラクトしかありませんが、それらは最初にとい
う名前のモジュールに表示されます@aws-cdk/aws-appflow-alpha。そして、aws-cdk-lib新しい
構造が顧客の基本的なニーズを満たしていると私たちが感じたときに移ります。

モジュールが安定版として指定され、組み込まれるとaws-cdk-lib、次のbullet 条書きで説明する
「beTAN」規約を使用して新しい API が追加されます。

各実験モジュールの新しいバージョンは、のリリースごとにリリースされますAWS CDK。ただし、ほ
とんどの場合、それらを同期させる必要はありません。aws-cdk-lib実験モジュールはいつでもアップ
グレードできます。ただし、2 つ以上の関連する実験モジュールが相互に依存している場合、それらは
同じバージョンでなければならないという点です。

• 新しい機能が追加される安定したモジュールでは、作業が進行している間、新しい API (まったく新しい
構成でも、既存の構成の新しいメソッドやプロパティでも)Beta1 に接尾辞が付きます。(重大な変更が
必要な場合はBeta2Beta3、、という順に続きます。) API が安定版に指定されると、サフィックスのな
いバージョンの API が追加されます。最新のもの (ベータ版か最終版かを問わず) を除くすべてのメソッ
ドは廃止されます。

たとえば、grantPower()コンストラクトに新しいメソッドを追加すると、最初は次のように表示さ
れますgrantPowerBeta1()。重大な変更 (新しい必須パラメータやプロパティなど) が必要な場合
は、grantPowerBeta2()メソッドの次のバージョンに名前が付けられます。作業が完了して API が完
成すると、メソッドgrantPower() (サフィックスなし) が追加され、BetaN メソッドは廃止されます。

すべてのベータ API は、次のメジャーバージョン (3.0) リリースまでConstruct Library に残り、そのシ
グネチャは変更されません。使用すると非推奨の警告が表示されるため、できるだけ早く API の最終
バージョンに移行してください。ただし、future のAWS CDK 2.x リリースによってアプリケーションが
動作しなくなることはありません。
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新しい前提条件

• Constructクラスは、AWS CDK関連するタイプとともに別のライブラリに抽出されました。これ
は、Construct Programming Modelを他のドメインに適用する取り組みを支援するために行われます。
独自の構成を作成する場合や関連する API を使用する場合は、constructsモジュールを依存関係と
して宣言し、インポート内容に若干の変更を加える必要があります。CDK アプリライフサイクルへの
接続などの高度な機能を使用している場合は、さらに変更が必要になる場合があります。詳細について
は、RFC を参照してください。

• AWS CDKv1.x およびその構成ライブラリで廃止されたプロパティ、メソッド、タイプは CDK v2 API 
から完全に削除されました。サポートされているほとんどの言語では、これらの API は v1.x で警告を生
成するため、すでに代替の API に移行されている可能性があります。CDK v1.x で廃止された API の完
全なリストについては、を参照してください GitHub。

• AWS CDKv1.xの機能フラグによって制限されていた動作は、CDK v2ではデフォルトで有効になってい
ます。以前の機能フラグは不要になり、ほとんどの場合サポートされていません。特定の状況下で CDK 
v1 の動作に戻せるように、まだいくつか用意されています。詳細については、「the section called “機
能フラグを更新する” (p. 72)」を参照してください。

• CDK v2 では、デプロイ先の環境は最新のブートストラップスタックを使用してブートストラップする
必要があります。従来のブートストラップスタック (v1 ではデフォルト) はサポートされなくなりまし
た。CDK v2 にはさらに、最新スタックの新しいバージョンが必要です。既存の環境をアップグレード
するには、それらを再ブートストラップします。最新のブートストラップスタックを使用するために、
機能フラグや環境変数を設定する必要はなくなりました。

Important

最新のブートストラップテンプレートでは、AWS--trustによって暗示される権限がリスト内
のどのアカウントにも効果的に付与されます。--cloudformation-execution-policiesデ
フォルトでは、これにより、ブートストラップアカウント内の任意のリソースに対する読み取り
と書き込みの権限が拡張されます。ブートストラップスタックには、使い慣れたポリシーと信頼
できるアカウントを設定してください (p. 200)。

新しい前提条件
AWS CDKv2 のほとんどの要件はAWS CDK v1.x と同じです。その他の要件については、ここに一覧表示
されます。

• TypeScript 開発者には、 TypeScript 3.8 以降が必要です。
• CDK v2 で使用するには、CDK ツールキットの新しいバージョンが必要です。CDK v2 が一般公開され

たため、CDK Toolkit をインストールする際のデフォルトバージョンは v2 です。CDK v1 プロジェク
トとの下位互換性があるため、CDK v1 プロジェクトを作成する場合を除いて、以前のバージョンをイ
ンストールしたままにしておく必要はありません。アップグレードするには、を発行してくださいnpm 
install -g aws-cdk。

AWS CDKv2 開発者プレビューからのアップグレー
ド

CDK v2 Developer Preview を使用している場合は、AWS CDK2.0.0-rc1などのリリース候補バージョン
に依存するプロジェクトがあります。これらをに更新してから2.0.0、プロジェクトにインストールされ
ているモジュールを更新します。

TypeScript

npm install 、または yarn install
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JavaScript

npm install 、、または yarn install
Python

python -m pip install -r requirements.txt

Java

mvn package

C#

dotnet restore

Go

go get

依存関係を更新したら、CDK Toolkitnpm update -g aws-cdk を発行してリリースバージョンに更新し
ます。

AWS CDKv1 から CDK v2 への移行
アプリをAWS CDK v2 に移行するには、cdk.jsonまず内の機能フラグを更新します。次に、アプリの
依存関係を更新し、アプリが記述されているプログラミング言語に合わせて必要に応じてインポートしま
す。

機能フラグを更新する
v1 の機能フラグはAWS CDK v2 ではデフォルトですべてアクティブになっているため、cdk.jsonからす
べて削除します。

特定の v1 動作に戻すために、falseいくつかのAWS CDK v1 機能フラグを設定できます。the section 
called “フラグ付き機能の無効化” (p. 192)詳細なリストについては、を参照してください。cdk diffコ
マンドを使用して合成テンプレートへの変更を調べ、これらのフラグのいずれかが必要かどうかを確認し
ます。

CDK Toolkit との互換性
CDK v2 には、v2 以降の CDK ツールキットが必要です。このバージョンは CDK v1 アプリとの下位互換
性があります。そのため、グローバルにインストールされた単一バージョンの CDK Toolkit を、v1 か v2 
かを問わず、AWS CDKすべてのプロジェクトで使用できます。ただし、CDK ツールキット v2 では CDK 
v2 プロジェクトのみが作成されます。

v1 と v2 の CDK プロジェクトの両方を作成する必要がある場合は、CDK Toolkit v2 をグローバルにインス
トールしないでください。 (npm remove -g aws-cdk既にインストールされている場合は削除してくだ
さい:.) CDK ツールキットを呼び出すには、npxを使用して CDK ツールキットの v1 または v2 を必要に応
じて実行します。

npx aws-cdk@1.x init app --language typescript
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npx aws-cdk@2.x init app --language typescript

Tip

cdkcdk1およびコマンドを使用して目的のバージョンの CDK Toolkit を呼び出すことができるよう
に、コマンドラインエイリアスを設定します。

macOS/Linux

alias cdk1="npx aws-cdk@1.x"
alias cdk="npx aws-cdk@2.x"

Windows

doskey cdk1=npx aws-cdk@1.x $*
doskey cdk=npx aws-cdk@2.x $*

依存関係とインポートの更新
アプリの依存関係を更新してから、新しいパッケージをインストールします。最後に、コード内のイン
ポートを更新します。

TypeScript

アプリケーション

CDK アプリの場合、package.json次のように更新します。v1スタイルの個々の安定モジュール
への依存関係を取り除き、アプリケーションに必要な最低バージョン（ここでは2.0.0）を確立しま
す。aws-cdk-lib

実験用コンストラクトは、名前の末尾がでアルファバージョン番号が付いたalpha、独立したバー
ジョン管理された個別のパッケージで提供されます。アルファバージョン番号は、互換性のある最初
のリリースに対応しています。aws-cdk-libここでは v2.0.0-alpha.1aws-codestar にピン留めし
ています。

{ 
  "dependencies": { 
    "aws-cdk-lib": "^2.0.0", 
    "@aws-cdk/aws-codestar-alpha": "2.0.0-alpha.1", 
    "constructs": "^10.0.0" 
  }
}

ライブラリーの構築

aws-cdk-lib構成ライブラリの場合は、アプリケーションに必要な最低バージョン (ここでは 2.0.0) 
を設定し、package.json次のように更新します。

aws-cdk-libこれはピア依存関係と開発依存関係の両方として表示されることに注意してください。

{ 
  "peerDependencies": { 
    "aws-cdk-lib": "^2.0.0", 
    "constructs": "^10.0.0" 
  }, 
  "devDependencies": { 
    "aws-cdk-lib": "^2.0.0", 
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    "constructs": "^10.0.0", 
    "typescript": "~3.9.0" 
  }   
}

Note

v2 互換ライブラリをリリースするときは、ライブラリのバージョン番号に対してメジャー
バージョンバンプを実行する必要があります。これは、ライブラリのコンシューマーにとっ
て重大な変更であるためです。CDK v1 と v2 の両方を 1 つのライブラリでサポートすること
はできません。v1 をまだ使用しているお客様を引き続きサポートするには、以前のリリース
をparallel 保守するか、v2 用の新しいパッケージを作成します。
AWS CDKv1 のお客様をどのくらいの期間サポートし続けるかはあなた次第です。2022年6
月1日にメンテナンスが開始され、2023年6月1日にリリースされるCDK v1自体のライフサイ
クルからヒントを得るかもしれません。 end-of-life 詳細については、「AWS CDKメンテナン
スポリシー」を参照してください。

ライブラリとアプリの両方

npm installまたはを実行して、yarn install新しい依存関係をインストールします。

Constructインポートは、constructs使用するサービスの新しいモジュール、トップレベル
などのコアタイプ、AppStackおよび以下の名前空間から使用するサービスの安定した Construct 
Libraryaws-cdk-lib モジュールからインポートするように変更します。aws-cdk-lib

import { Construct } from 'constructs';
import { App, Stack } from 'aws-cdk-lib';                 // core constructs
import { aws_s3 as s3 } from 'aws-cdk-lib';               // stable module
import * as codestar from '@aws-cdk/aws-codestar-alpha';  // experimental module

JavaScript

package.json次のように更新します。v1スタイルの個々の安定モジュールへの依存関係を取り除
き、アプリケーションに必要な最低バージョン（ここでは2.0.0）を確立します。aws-cdk-lib

実験用コンストラクトは、名前の末尾がでアルファバージョン番号が付いたalpha、独立したバー
ジョン管理された個別のパッケージで提供されます。アルファバージョン番号は、互換性のある最初
のリリースに対応しています。aws-cdk-libここでは v2.0.0-alpha.1aws-codestar にピン留めし
ています。

{ 
  "dependencies": { 
    "aws-cdk-lib": "^2.0.0", 
    "@aws-cdk/aws-codestar-alpha": "2.0.0-alpha.1", 
    "constructs": "^10.0.0" 
  }
}

npm installまたはを実行して、yarn install新しい依存関係をインストールします。

アプリのインポートを変更して、以下の操作を行います。

• Constructconstructs新しいモジュールからインポート
• AppStackやなどのコアタイプをのトップレベルからインポートしますaws-cdk-lib
• AWS以下の名前空間からコンストラクトライブラリモジュールをインポートaws-cdk-lib

const { Construct } = require('constructs');
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const { App, Stack } = require('aws-cdk-lib');              // core constructs
const s3 = require('aws-cdk-lib').aws_s3;                   // stable module
const codestar = require('@aws-cdk/aws-codestar-alpha');    // experimental module

Python

requirements.txtinstall_requiressetup.py以下のように定義を更新します。v1スタイルの
個々の安定版モジュールへの依存関係を削除します。

実験用コンストラクトは、名前の末尾がでアルファバージョン番号が付いたalpha、独立したバー
ジョン管理された個別のパッケージで提供されます。アルファバージョン番号は、互換性のある最初
のリリースに対応しています。aws-cdk-libここでは、v2.0.0alpha1aws-codestar にピン留めし
ています。

install_requires=[ 
     "aws-cdk-lib>=2.0.0", 
     "constructs>=10.0.0", 
     "aws-cdk.aws-codestar-alpha>=2.0.0alpha1", 
     # ...
],

Tip

を使用して、AWS CDKpip uninstallアプリの仮想環境に既にインストールされている他
のバージョンのモジュールをアンインストールします。次に、python -m pip install 
-r requirements.txtを使用して新しい依存関係をインストールします。

アプリのインポートを変更して、以下の操作を行います。

• Constructconstructs新しいモジュールからインポート
• AppStackやなどのコアタイプをのトップレベルからインポートしますaws_cdk
• AWS以下の名前空間からコンストラクトライブラリモジュールをインポートaws_cdk

from constructs import Construct
from aws_cdk import App, Stack                    # core constructs
from aws_cdk import aws_s3 as s3                  # stable module
import aws_cdk.aws_codestar_alpha as codestar     # experimental module

# ...

class MyConstruct(Construct): 
    # ... 
     
class MyStack(Stack): 
    # ... 
     
s3.Bucket(...)

Java

ではpom.xml、software.amazon.awscdk安定版モジュールの依存関係をすべ
て削除し、software.constructs (forConstruct) とへの依存関係に置き換えま
すsoftware.amazon.awscdk。

実験用コンストラクトは、名前の末尾がでアルファバージョン番号が付いたalpha、独立したバー
ジョン管理された個別のパッケージで提供されます。アルファバージョン番号は、互換性のある最初
のリリースに対応しています。aws-cdk-libここでは v2.0.0-alpha.1aws-codestar にピン留めし
ています。
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<dependency> 
    <groupId>software.amazon.awscdk</groupId> 
    <artifactId>aws-cdk-lib</artifactId> 
    <version>2.0.0</version>
</dependency><dependency> 
    <groupId>software.amazon.awscdk</groupId> 
    <artifactId>code-star-alpha</artifactId> 
    <version>2.0.0-alpha.1</version>
</dependency>
<dependency> 
    <groupId>software.constructs</groupId> 
    <artifactId>constructs</artifactId> 
    <version>10.0.0</version>
</dependency>

を実行して、mvn package新しい依存関係をインストールします。

以下の操作を実行するようにコードを変更します。

• Constructsoftware.constructs新しいライブラリからインポート
• StackAppやなどのコアクラスのインポートsoftware.amazon.awscdk
• サービス構成のインポートsoftware.amazon.awscdk.services

import software.constructs.Construct;
import software.amazon.awscdk.Stack;
import software.amazon.awscdk.StackProps;
import software.amazon.awscdk.App;
import software.amazon.awscdk.services.s3.Bucket;
import software.amazon.awscdk.services.codestar.alpha.GitHubRepository;

C#

C# CDK アプリケーションの依存関係をアップグレードする最も簡単な方法は、.csprojファ
イルを手動で編集することです。Amazon.CDK.*安定版パッケージ参照をすべて削除
し、Amazon.CDK.LibConstructsおよびパッケージへの参照に置き換えます。

実験用コンストラクトは、名前の末尾がでアルファバージョン番号が付いたalpha、独立したバー
ジョン管理された個別のパッケージで提供されます。アルファバージョン番号は、互換性のある最初
のリリースに対応しています。aws-cdk-libここでは v2.0.0-alpha.1aws-codestar にピン留めし
ています。

<PackageReference Include="Amazon.CDK.Lib" Version="2.0.0" />
<PackageReference Include="Amazon.CDK.AWS.Codestar.Alpha" Version="2.0.0-alpha.1" />
<PackageReference Include="Constructs" Version="10.0.0" />

を実行して、dotnet restore新しい依存関係をインストールします。

ソースファイル内のインポートを次のように変更します。

using Constructs;                   // for Construct class
using Amazon.CDK;                   // for core classes like App and Stack
using Amazon.CDK.AWS.S3;            // for stable constructs like Bucket
using Amazon.CDK.Codestar.Alpha;    // for experimental constructs

Go

go get発行して依存関係を最新バージョンに更新し、.modプロジェクトのファイルを更新します。
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デプロイ前に移行したアプリケーションをテストす
る

スタックをデプロイする前に、cdk diffを使用してリソースに予期しない変更がないか確認してくださ
い。論理 ID の変更 (リソースの置換の原因となる) は想定されていません。

考えられる変更を次に示します (ただし、これらに限定されるものではありません)。

• CDKMetadataリソースへの変更。
• アセットハッシュを更新しました。
• 新しいスタイルのスタック合成に関する変更。アプリが v1 のレガシースタックシンセサイザーを使用

した場合に適用されます。(CDK v2 は従来のスタックシンセサイザーをサポートしていません)。
• CheckBootstrapVersionルールの追加。

通常、AWS CDK v2 へのアップグレード自体によって予期しない変更が発生することはありません。通
常、これらは以前に機能フラグによって変更された、非推奨の動作の結果です。これは、約1.85.xより前
のバージョンのCDKからアップグレードした場合の症状です。最新の v1.x リリースにアップグレードして
も同じ変更が表示されます。通常は、次の手順を実行することで解決できます。

1. アプリを最新の v1.x リリースにアップグレード
2. 機能フラグを削除する
3. 必要に応じてコードを修正してください
4. デプロイ
5. v2 にアップグレード

Note

2 段階のアップグレード後にアップグレードしたアプリがデプロイできない場合は、問題を報告
してください。

スタックをアプリにデプロイする準備ができたら、テストできるようにまずコピーをデプロイすることを
検討してください。そのための最も簡単な方法は、別のリージョンにデプロイすることです。ただし、
スタックの ID を変更することもできます。テスト後は、テストコピーを必ずで破棄してくださいcdk 
destroy。

トラブルシューティング
TypeScript 'from' expected';' expectedまたはインポートのエラー

TypeScript 3.8 以降にアップグレードしてください。

「cdk ブートストラップ」を実行する

次のようなエラーが見つかる場合:

#  MyStack failed: Error: MyStack: SSM parameter /cdk-bootstrap/hnb659fds/version not 
 found. Has the environment been bootstrapped? Please run 'cdk bootstrap' (see https://
docs.aws.amazon.com/cdk/latest/guide/bootstrapping.html) 
    at CloudFormationDeployments.validateBootstrapStackVersion (.../aws-cdk/lib/api/
cloudformation-deployments.ts:323:13) 
    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
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MyStack: SSM parameter /cdk-bootstrap/hnb659fds/version not found. Has the environment 
 been bootstrapped? Please run 'cdk bootstrap' (see https://docs.aws.amazon.com/cdk/latest/
guide/bootstrapping.html)

AWS CDKv2 ではブートストラップスタックを更新する必要があります。さらに、すべての v2 デプロイメ
ントにはブートストラップリソースが必要です。(v1 では、ブートストラップなしでシンプルなスタック
をデプロイできました。) 詳細については、「the section called “ブートストラッピング” (p. 196)」を参
照してください。

v1 スタックの検索
CDK アプリケーションを v1 から v2 に移行する場合、v1AWS CloudFormation を使用して作成されたデプ
ロイ済みスタックを特定したい場合があります。これを行うには、以下のコマンドを実行します。

npx awscdk-v1-stack-finder

使用方法の詳細については、awscdk-v1-スタックファインダーの README を参照してください。
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TypeScript AWS CDKコードを他の言
語に翻訳する

TypeScript は、AWS CDKアプリケーションの開発で最初にサポートされた言語でした。そのため、か
なりの量のサンプルCDKコードが記述されています TypeScript。別の言語で開発している場合は、AWS 
CDK TypeScript コードの実装方法と選択した言語を比較すると役立つ場合があります。これは、これらの
例を使用するのに役立ちます。

AWS CDKサポートされているプログラミング言語でのの使用方法の詳細については、以下を参照してく
ださい。

• the section called “に TypeScript” (p. 32)
• the section called “に JavaScript” (p. 36)
• the section called “Python の場合” (p. 43)
• the section called “Java” (p. 48)
• the section called “C# で C# で” (p. 52)
• the section called “In Go” (p. 57)

モジュールをインポートする
TypeScript/JavaScript

TypeScript は、名前空間全体または名前空間からの個々のオブジェクトのインポートをサポートしま
す。各名前空間には、AWS特定のサービスで使用するコンストラクトやその他のクラスが含まれてい
ます。

// Import main CDK library as cdk
import * as cdk from 'aws-cdk-lib';   // ES6 import preferred in TS
const cdk = require('aws-cdk-lib');   // Node.js require() preferred in JS

// Import specific core CDK classes
import { Stack, App } from 'aws-cdk-lib';
const { Stack, App } = require('aws-cdk-lib');

// Import AWS S3 namespace as s3 into current namespace
import { aws_s3 as s3 } from 'aws-cdk-lib';   // TypeScript
const s3 = require('aws-cdk-lib/aws-s3');     // JavaScript

// Having imported cdk already as above, this is also valid
const s3 = cdk.aws_s3;

// Now use s3 to access the S3 types
const bucket = s3.Bucket(...);

// Selective import of s3.Bucket
import { Bucket } from 'aws-cdk-lib/aws-s3';        // TypeScript
const { Bucket } = require('aws-cdk-lib/aws-s3');   // JavaScript

// Now use Bucket to instantiate an S3 bucket
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const bucket = Bucket(...);

Python

同様に TypeScript、Python は名前空間のモジュールインポートと選択的インポートをサポートしてい
ます。Python の名前空間は aws_cdk のように見えます。 xxx。ここで xxxAWS はサービス名を表し
ます。たとえば、Amazon S3 の場合は s3 です。(これらの例では Amazon S3 が使用されています)。

# Import main CDK library as cdk
import aws_cdk as cdk

# Selective import of specific core classes
from aws_cdk import Stack, App 
             
# Import entire module as s3 into current namespace
import aws_cdk.aws_s3 as s3

# s3 can now be used to access classes it contains
bucket = s3.Bucket(...)

# Selective import of s3.Bucket into current namespace
from aws_cdk.s3 import Bucket

# Bucket can now be used to instantiate a bucket
bucket = Bucket(...)

Java

Java のインポートは、 TypeScriptのインポートとは動作が異なります。各インポートステートメント
は、特定のパッケージから単一のクラス名、またはそのパッケージで定義されているすべてのクラス
を (を使用して*) インポートします。クラスには、インポートされている場合はクラス名そのものを
使用してアクセスすることも、パッケージを含む修飾クラス名を使用してアクセスすることもできま
す。

ライブラリにはAWS Construct Librarysoftware.amazon.awscdk.services.xxx と同じような名
前が付けられています (メインライブラリはsoftware.amazon.awscdk)。AWS CDKパッケージの 
Maven グループ ID はですsoftware.amazon.awscdk。

// Make certain core classes available
import software.amazon.awscdk.Stack;
import software.amazon.awscdk.App;

// Make all Amazon S3 construct library classes available
import software.amazon.awscdk.services.s3.*;

// Make only Bucket and EventType classes available
import software.amazon.awscdk.services.s3.Bucket;
import software.amazon.awscdk.services.s3.EventType;

// An imported class may now be accessed using the simple class name (assuming that 
 name
// does not conflict with another class)
Bucket bucket = Bucket.Builder.create(...).build();

// We can always use the qualified name of a class (including its package) even without 
 an
// import directive
software.amazon.awscdk.services.s3.Bucket bucket =  
    software.amazon.awscdk.services.s3.Bucket.Builder.create(...) 
        .build(); 
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// Java 10 or later can use var keyword to avoid typing the type twice
var bucket =  
    software.amazon.awscdk.services.s3.Bucket.Builder.create(...) 
        .build();

C#

C# では、usingディレクティブを使用して型をインポートします。スタイルは2つあります。One で
は、指定された名前空間のすべての型にプレーンな名前を使用してアクセスできます。もう 1 つの方
法では、エイリアスを使用して名前空間自体を参照できます。

パッケージには、Amazon.CDK.AWS.xxxAWSコンストラクトライブラリパッケージと同じような名
前が付けられます。(コアモジュールはですAmazon.CDK。)

// Make CDK base classes available under cdk
using cdk = Amazon.CDK;

// Make all Amazon S3 construct library classes available
using Amazon.CDK.AWS.S3;

// Now we can access any S3 type using its name
var bucket = new Bucket(...);

// Import the S3 namespace under an alias
using s3 = Amazon.CDK.AWS.S3;

// Now we can access an S3 type through the namespace alias
var bucket = new s3.Bucket(...);

// We can always use the qualified name of a type (including its namespace) even 
 without a
// using directive
var bucket = new Amazon.CDK.AWS.S3.Bucket(...)

Go

AWS各コンストラクトライブラリモジュールは Go パッケージとして提供されます。

import ( 
    "github.com/aws/aws-cdk-go/awscdk/v2"           // CDK core package 
    "github.com/aws/aws-cdk-go/awscdk/v2/awss3"     // AWS S3 construct library module
)

// now instantiate a bucket
bucket := awss3.NewBucket(...)

// use aliases for brevity/clarity
import ( 
    cdk "github.com/aws/aws-cdk-go/awscdk/v2"           // CDK core package 
    s3  "github.com/aws/aws-cdk-go/awscdk/v2/awss3"     // AWS S3 construct library 
 module
)

bucket := s3.NewBucket(...)

構成のインスタンス化
AWS CDK構成クラスは、サポートされているすべての言語で同じ名前です。ほとんどの言語では、newこ
のキーワードを使用してクラスをインスタンス化します (Python と Go では使用しません)。また、ほとん
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どの言語では、thisキーワードは現在のインスタンスを指します。(Pythonself は慣習的に使用していま
す。) 作成するすべての構成には、scope現在のインスタンスへの参照をパラメータとして渡す必要があ
ります。

AWS CDK構成の 3 番目の引数はprops、構成を構築するために必要な属性を含むオブジェクトです。こ
の引数はオプションでもかまいませんが、必要な場合は、サポートされている言語が慣用的に処理しま
す。属性の名前も言語の標準命名パターンに合わせて調整されています。

TypeScript/JavaScript

// Instantiate default Bucket
const bucket = new s3.Bucket(this, 'MyBucket');

// Instantiate Bucket with bucketName and versioned properties
const bucket = new s3.Bucket(this, 'MyBucket', { 
  bucketName: 'my-bucket', 
   versioned: true,
});

// Instantiate Bucket with websiteRedirect, which has its own sub-properties
const bucket = new s3.Bucket(this, 'MyBucket', { 
  websiteRedirect: {host: 'aws.amazon.com'}});

Python

Pythonnew はクラスをインスタンス化するときにキーワードを使用しません。プロパティ引数はキー
ワード引数を使用して表され、snake_case引数はを使用して名前が付けられます。

プロパティの値自体が属性のバンドルである場合、プロパティにちなんで名付けられたクラスによっ
て表され、サブプロパティのキーワード引数を受け入れます。

Python では、現在のインスタンスは、self慣習的に名前が付けられた最初の引数としてメソッドに
渡されます。

# Instantiate default Bucket
bucket = s3.Bucket(self, "MyBucket")

# Instantiate Bucket with bucket_name and versioned properties
bucket = s3.Bucket(self, "MyBucket", bucket_name="my-bucket", versioned=true)

# Instantiate Bucket with website_redirect, which has its own sub-properties
bucket = s3.Bucket(self, "MyBucket", website_redirect=s3.WebsiteRedirect( 
            host_name="aws.amazon.com"))

Java

Java では、props 引数はという名前のクラスで表されますXxxxProps (BucketPropsたとえ
ば、Bucketコンストラクトの props 用)。props 引数はビルダーパターンを使用して構築します。

XxxxProps各クラスにはビルダーがあります。次の例に示すように、各構成には便利なビルダーもあ
り、小道具と構成を一度に構築できます。

小道具の名前は in と同じで TypeScript、を使用しますcamelCase。

// Instantiate default Bucket
Bucket bucket = Bucket(self, "MyBucket");

// Instantiate Bucket with bucketName and versioned properties
Bucket bucket = Bucket.Builder.create(self, "MyBucket") 
                      .bucketName("my-bucket").versioned(true) 
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                      .build();

# Instantiate Bucket with websiteRedirect, which has its own sub-properties
Bucket bucket = Bucket.Builder.create(self, "MyBucket") 
                      .websiteRedirect(new websiteRedirect.Builder() 
                          .hostName("aws.amazon.com").build()) 
                      .build();

C#

C# では、プロパティはオブジェクトイニシャライザを使用してという名前のクラスに対して指定され
ますXxxxProps (BucketPropsたとえば、Bucketコンストラクトの props 用)。

小道具の名前はと似ていますが TypeScript、を使用している点が異なりますPascalCase。

varコンストラクトをインスタンス化するときにはキーワードを使用すると便利なので、クラス名を 2 
回入力する必要がありません。ただし、ローカルコードスタイルガイドは異なる場合があります。

// Instantiate default Bucket
var bucket = Bucket(self, "MyBucket");

// Instantiate Bucket with BucketName and Versioned properties
var bucket =  Bucket(self, "MyBucket", new BucketProps { 
                      BucketName = "my-bucket", 
                      Versioned  = true});

// Instantiate Bucket with WebsiteRedirect, which has its own sub-properties
var bucket = Bucket(self, "MyBucket", new BucketProps { 
                      WebsiteRedirect = new WebsiteRedirect { 
                              HostName = "aws.amazon.com" 
                      }});

Go

Go でコンストラクトを作成するには、NewXxxxxxコンストラクトの名前を含む関数を呼び出しま
す。Xxxxxxx構成のプロパティは構造体として定義されます。

Go では、数値、ブール値、文字列などの値を含むすべての構成パラメータはポインタで
す。jsii.Stringこれらのポインタを作成するときのような便利な関数を使用してください。

 // Instantiate default Bucket 
 bucket := awss3.NewBucket(stack, jsii.String("MyBucket"), nil) 

 // Instantiate Bucket with BucketName and Versioned properties 
 bucket1 := awss3.NewBucket(stack, jsii.String("MyBucket"), &awss3.BucketProps{ 
  BucketName: jsii.String("my-bucket"), 
  Versioned:  jsii.Bool(true), 
 }) 

 // Instantiate Bucket with WebsiteRedirect, which has its own sub-properties 
 bucket2 := awss3.NewBucket(stack, jsii.String("MyBucket"), &awss3.BucketProps{ 
  WebsiteRedirect: &awss3.RedirectTarget{ 
   HostName: jsii.String("aws.amazon.com"), 
  }})

メンバーへのアクセス
AWS CDKコンストラクトや他のクラスの属性やプロパティを参照し、その値を、たとえば他のコンス
トラクトを構築するための入力として使用するのが一般的です。前に説明したメソッドの命名の違いが

Version 2
83



AWS Cloud Development Kit (AWS 
CDK) v2 デベロッパーガイド

列挙定数

ここにも当てはまります。さらに、Java では、メンバーに直接アクセスすることはできません。代わり
に、getter メソッドが提供されています。

TypeScript/JavaScript

名前はcamelCase.

bucket.bucketArn

Python

名前はsnake_case.

bucket.bucket_arn

Java

各プロパティには getter メソッドが用意されています。camelCaseこれらの名前はです。

bucket.getBucketArn()

C#

名前はPascalCase.

bucket.BucketArn

Go

名前はPascalCase.

bucket.BucketArn

列挙定数
列挙型定数はクラスを対象としており、すべての言語で大文字の名前とアンダースコアが付いています 
(と呼ばれることもありますSCREAMING_SNAKE_CASE)。クラス名は Go を除くすべてのサポート言語で同
じ大文字と小文字を使用するため、修飾列挙型名もこれらの言語で同じです。

s3.BucketEncryption.KMS_MANAGED

Go では、列挙定数はモジュール名前空間の属性であり、次のように記述されます。

awss3.BucketEncryption_KMS_MANAGED

オブジェクトインターフェイス
は、AWS CDK TypeScript オブジェクトインターフェイスを使用して、クラスが想定どおりのメソッドと
プロパティのセットを実装していることを示します。オブジェクトインタフェースは、名前がで始まるた
め認識できますI。具象クラスは、implementsそのクラスが実装するインターフェースをキーワードで示
します。
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TypeScript/JavaScript
Note

JavaScript インターフェース機能はありません。implementsキーワードとそれに続くクラ
ス名は無視できます。

import { IAspect, IConstruct } from 'aws-cdk-lib';

class MyAspect implements IAspect { 
  public visit(node: IConstruct) { 
    console.log('Visited', node.node.path); 
  }
}

Python

Python にはインターフェイス機能はありません。ただし、AWS CDKの場合は、クラスをで装飾する
ことでインターフェイスの実装を指定できます@jsii.implements(interface)。

from aws_cdk import IAspect, IConstruct
import jsii

@jsii.implements(IAspect)
class MyAspect(): 
  def visit(self, node: IConstruct) -> None: 
    print("Visited", node.node.path)

Java

import software.amazon.awscdk.IAspect;
import software.amazon.awscdk.IConstruct;

public class MyAspect implements IAspect { 
    public void visit(IConstruct node) { 
        System.out.format("Visited %s", node.getNode().getPath()); 
    }
}

C#

using Amazon.CDK;

public class MyAspect : IAspect
{ 
    public void Visit(IConstruct node) 
    { 
        System.Console.WriteLine($"Visited ${node.Node.Path}"); 
    }
}

Go

Go 構造体は、実装するインターフェイスを明示的に宣言する必要はありません。Go コンパイラー
は、構造体で使用可能なメソッドとプロパティに基づいて実装を決定します。たとえば、次のコード
では、Visitは構成を取るメソッドを提供するため、MyAspectIAspectインターフェイスを実装し
ています。

type MyAspect struct {

Version 2
85



AWS Cloud Development Kit (AWS 
CDK) v2 デベロッパーガイド

オブジェクトインターフェイス

}

func (a MyAspect) Visit(node constructs.IConstruct) { 
 fmt.Println("Visited", *node.Node().Path())
}
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概念
このトピックでは、の背後にある概念 (その理由と方法) のいくつかについて説明しますAWS CDK。ま
た、AWS構成ライブラリについても説明します。

AWS CDKアプリはと呼ばれるビルディングブロックで構成されコンストラクト (p. 87)、これらを組み
合わせてスタックとアプリを形成します。

コンストラクト
AWS CDKコンストラクトはアプリの基本的な構成要素です。コンストラクトは「クラウドコンポーネン
ト」を表し、AWS CloudFormationコンポーネントの作成に必要なすべてをカプセル化します。

Note

コンストラクトはコンストラクト・プログラミング・モデル (CPM) の一部です。ま
た、Terraform 用の CDK (CDKTF)、Kubernetes 用 CDK (CDK8)、Projen などの他のツールでも
使用されています。

コンストラクトでは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットなど 1AWS つのリソースを
表すことができます。コンストラクトは、AWS複数の関連リソースで構成される高レベルの抽象化でもか
まいません。このようなコンポーネントの例としては、関連する計算能力を備えたワーカーキュー、監視
リソースとダッシュボードを備えたスケジュールされたジョブなどがあります。

AWS CDKには、AWSコンストラクトライブラリと呼ばれるコンストラクトのコレクションが含まれてお
り、AWS各サービスのコンストラクトが含まれています。Construct Hub は、サードパーティAWS、お
よびオープンソース CDK コミュニティから提供されるその他のコンストラクトを発見するのに役立つリ
ソースです。

Important

AWS CDKv1では、Constructcore基本クラスはCDKモジュールにありました。CDK v2 に
は、constructsこのクラスを含むという別のモジュールがあります。

AWSライブラリ構築
AWS CDKには、AWSAWSリソースを表すコンストラクトを含むコンストラクトライブラリが含まれてい
ます。

このライブラリには、で使用可能なすべてのリソースを表す構成が含まれていますAWS。たとえ
ば、s3.Bucketクラスは Amazon S3 バケットを表し、dynamodb.Tableクラスは Amazon DynamoDB 
テーブルを表します。

L1 コンストラクト

このライブラリには3つの異なるレベルのコンストラクトがあり、最初は低レベルのコンストラク
ト（CFN Resources）（またはL1、「レイヤー1」の略）と呼ばれます。これらの構成は、AWS 
CloudFormationで使用可能なすべてのリソースを直接表します。CFN リソースは、AWS CloudFormation
リソース仕様から定期的に生成されます。それらはCfn Xyzという名前で、Xyzはリソースの名前です。
たとえば、CfnBucketAWS::S3::BucketAWS CloudFormationはリソースを表します。Cfn リソースを
使用するときは、すべてのリソースプロパティを明示的に設定する必要があります。これには、AWS 
CloudFormation基礎となるリソースモデルの詳細を完全に理解する必要があります。

L2 コンストラクト
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次のレベルのコンストラクトである L2AWS もリソースを表しますが、より高レベルのインテントベース
の API を使用します。これらは同様の機能を提供しますが、CFN Resource 構造を使用して自分で作成す
るデフォルト、定型文、グルーロジックが組み込まれています。 AWSコンストラクトには便利なデフォ
ルトが用意されており、AWSコンストラクトが表すリソースの詳細をすべて知る必要がなくなります。
また、リソースの操作を簡単にする便利な方法も用意されています。たとえば、S3.bucket クラスは、バ
ケットなどの追加のプロパティとメソッドを含む Amazon S3 バケットを表します。 addLifeCycleRule (): 
バケットにライフサイクルルールを追加します。

L3 コンストラクト

最後に、AWSコンストラクトライブラリには、パターンと呼ばれる L3 コンストラクトが
含まれています。これらの構成は、多くの場合、複数の種類のリソースを含む一般的なタ
スクを完了するのに役立つように設計されています。AWSたとえば、aws-ecs-patterns. 
ApplicationLoadBalancedFargateServiceconstruct は、Application Load Balancer を使用するAWS Fargate 
コンテナクラスターを含むアーキテクチャを表します。AWS API ゲートウェイ。 LambdaRestApiコンス
トラクトは、AWS Lambda関数によってサポートされる Amazon API Gateway API を表します。

ライブラリをナビゲートし、アプリの構築に役立つ構成を見つける方法の詳細については、API リファレ
ンスを参照してください。

コンポジション
コンポジションは、コンストラクトを使って高レベルの抽象化を定義するための重要なパターンです。高
レベルの構成は、任意の数の下位レベルの構成から構成できます。また、それらはさらに下位レベルの構
成から構成され、AWS最終的にはリソースから構成される可能性もあります。

ボトムアップの観点から見ると、AWSコンストラクトを使用してデプロイする個々のリソースを整理しま
す。目的に合った任意の抽象化を、必要なだけレイヤーを使用して行います。

コンポジションでは、再利用可能なコンポーネントを定義し、他のコードと同じように共有できます。た
とえば、チームは、バックアップ、グローバルレプリケーション、自動スケーリング、モニタリングを備
えた DynamoDB テーブルに関する会社のベストプラクティスを実装する構成を定義できます。チームは
構成を組織内の他のチームと共有することも、公開することもできます。

チームは、他のライブラリパッケージと同様に、このコンストラクトをお好みのプログラミング言語で使
用してテーブルを定義し、ベストプラクティスに従うことができます。ライブラリが更新されると、開発
者は他の種類のコードですでに使用しているワークフローを通じて、新しいバージョンのバグ修正や改善
にアクセスできるようになります。

初期化
構成は、Construct基本クラスを拡張するクラスで実装されます。クラスをインスタンス化して構成を定
義します。すべての構成要素は、初期化時に次の 3 つのパラメータを取ります。

• スコープ — 構成の親または所有者 (スタックまたは別の構成)。構成ツリーでの位置を決定しま
す (p. 102)。通常、selfスコープには現在のオブジェクトを表すthis (または Python で) 渡す必要が
あります。

• id — このスコープ内で一意でなければならない識別子 (p. 141)。識別子は、現在の構成内で定義され
ているすべての名前空間として機能します。AWS CloudFormationリソース名や論理 (p. 128) ID など
の一意の識別子を生成するために使用されます。

• props — コンストラクトの初期構成を定義するプロパティまたはキーワード引数のセット (言語によっ
て異なります)。ほとんどの場合、コンストラクトには適切なデフォルトが用意されており、すべての 
props 要素がオプションである場合は props パラメーターを完全に省略できます。

識別子は、スコープ内で一意である必要があります。これにより、構成に含まれる構成や識別子を気にせ
ずに構成をインスタンス化して再利用でき、構成をより高いレベルの抽象化に構成できます。さらに、ス
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コープを使用すると、構成のグループを一度に参照できます。例としては、タグ付けやコンストラクトの
デプロイ場所の指定などがあります。

アプリケーションとスタック
お客様の CDK アプリケーションを AppAWS CDK というクラスで表されるアプリと呼びます。次の例で
は、バージョニングが有効な 1 つの Amazon S3 バケットを含む 1 つのスタックを持つアプリケーション
を定義しています。

TypeScript

import { App, Stack, StackProps } from 'aws-cdk-lib';
import * as s3 from 'aws-cdk-lib/aws-s3';

class HelloCdkStack extends Stack { 
  constructor(scope: App, id: string, props?: StackProps) { 
    super(scope, id, props); 

    new s3.Bucket(this, 'MyFirstBucket', { 
      versioned: true 
    }); 
  }
}

const app = new App();
new HelloCdkStack(app, "HelloCdkStack");

JavaScript

const { App , Stack } = require('aws-cdk-lib');
const s3 = require('aws-cdk-lib/aws-s3');

class HelloCdkStack extends Stack { 
  constructor(scope, id, props) { 
    super(scope, id, props); 

    new s3.Bucket(this, 'MyFirstBucket', { 
      versioned: true 
    }); 
  }
}

const app = new App();
new HelloCdkStack(app, "HelloCdkStack");

Python

from aws_cdk import App, Stack
import aws_cdk.aws_s3 as s3
from constructs import Construct

class HelloCdkStack(Stack): 

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

        s3.Bucket(self, "MyFirstBucket", versioned=True)

app = App()
HelloCdkStack(app, "HelloCdkStack")
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Java

import software.amazon.awscdk.*;
import software.amazon.awscdk.services.s3.*;

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

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

        Bucket.Builder.create(this, "MyFirstBucket") 
                .versioned(true).build(); 
    }
}

C#

using Amazon.CDK;
using Amazon.CDK.AWS.S3;

namespace HelloCdkApp
{ 
    internal static class Program 
    { 
        public static void Main(string[] args) 
        { 
            var app = new App(); 
            new HelloCdkStack(app, "HelloCdkStack"); 
            app.Synth(); 
        } 
    } 
     
    public class HelloCdkStack : Stack 
    { 
        public HelloCdkStack(Construct scope, string id, IStackProps props=null) : 
 base(scope, id, props) 
        { 
            new Bucket(this, "MyFirstBucket", new BucketProps { Versioned = true }); 
        } 
    }
}

ご覧のとおり、バケットを定義するスコープが必要です。リソースは、AWS CloudFormationAWS最終的
にはスタックの一部として環境にデプロイする必要があります (p. 114)。AWSAWS環境は特定のアカウ
ントとリージョンを対象としています。 AWSなどの構成はs3.Bucket、スタックのスコープ内で定義す
る必要があります。

AWS CDKアプリのスタックは、前の例に示したように Stack 基本クラスを拡張します。次の例は、AWS 
CDKアプリ内でスタックを作成するときの一般的なパターンです。Stack クラスを拡張する方法、スコー
プ、ID、プロップを受け入れるコンストラクターを定義する方法、受け取ったスコープ、ID、superおよ
びプロップを使用して基本クラスのコンストラクターを呼び出す方法を示しています。

TypeScript

class HelloCdkStack extends Stack { 
  constructor(scope: App, id: string, props?: StackProps) { 
    super(scope, id, props); 

Version 2
90

https://docs.aws.amazon.com/cdk/api/v2/docs/aws-cdk-lib.Stack.html
https://docs.aws.amazon.com/cdk/api/v2/docs/aws-cdk-lib.Stack.html


AWS Cloud Development Kit (AWS 
CDK) v2 デベロッパーガイド

L1 コンストラクトの使用

    //... 
  }
}

JavaScript

class HelloCdkStack extends Stack { 
  constructor(scope, id, props) { 
    super(scope, id, props); 

    //... 
  }
}

Python

class HelloCdkStack(Stack): 

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

        # ...

Java

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

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

        // ... 
    }
}

C#

public class HelloCdkStack : Stack
{ 
    public HelloCdkStack(Construct scope, string id, IStackProps props=null) : 
 base(scope, id, props) 
    { 
        //... 
    }
}

L1 コンストラクトの使用
スタックを定義したら、コンストラクトをインスタンス化することでスタックにリソースを追加できま
す。まず、L1 コンストラクトを使って行います。

L1 コンストラクトはまさに「AWS CloudFormationそれ以上でもそれ以下でもない」で定義されるリソー
スです。リソースの必要な構成は自分で提供する必要があります。たとえば、CfnBucketクラスを使用し
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て Amazon S3 バケットを作成する方法を示します。(次のセクションでは、Bucketクラスを使用しても
同様の定義が表示されます)。

TypeScript

const bucket = new s3.CfnBucket(this, "MyBucket", { 
  bucketName: "MyBucket"
});

JavaScript

const bucket = new s3.CfnBucket(this, "MyBucket", { 
  bucketName: "MyBucket"
});

Python

bucket = s3.CfnBucket(self, "MyBucket", bucket_name="MyBucket")

Java

CfnBucket bucket = new CfnBucket.Builder().bucketName("MyBucket").build();

C#

var bucket = new CfnBucket(this, "MyBucket", new CfnBucketProps
{ 
    BucketName= "MyBucket"
});

Python、Java、C# では、単純なブール値、文字列、数値、またはコンテナではない 
L1 構成プロパティは、L1 構成の内部クラスとして定義された型で表されます。たとえ
ば、acorsConfigurationCfnBucket のオプションプロパティには型のラッパーが必要で
すCfnBucket.CorsConfigurationProperty。ここでは、corsConfigurationCfnBucketインスタ
ンスで定義しています。

TypeScript

const bucket = new s3.CfnBucket(this, "MyBucket", { 
  bucketName: "MyBucket", 
  corsConfiguration: { 
    corsRules: [{ 
          allowedOrigins: ["*"], 
          allowedMethods: ["GET"] 
    }] 
  }
});

JavaScript

const bucket = new s3.CfnBucket(this, "MyBucket", { 
  bucketName: "MyBucket", 
  corsConfiguration: { 
    corsRules: [{ 
          allowedOrigins: ["*"], 
          allowedMethods: ["GET"] 
    }] 
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  }
});

Python

bucket = CfnBucket(self, "MyBucket", bucket_name="MyBucket", 
    cors_configuration=CfnBucket.CorsConfigurationProperty( 
        cors_rules=[CfnBucket.CorsRuleProperty( 
            allowed_origins=["*"], 
            allowed_methods=["GET"] 
        )] 
    )
)

Java

CfnBucket bucket = CfnBucket.Builder.create(this, "MyBucket") 
                        .bucketName("MyBucket") 
                        .corsConfiguration(new 
 CfnBucket.CorsConfigurationProperty.Builder() 
                            .corsRules(Arrays.asList(new 
 CfnBucket.CorsRuleProperty.Builder() 
                                .allowedOrigins(Arrays.asList("*")) 
                                .allowedMethods(Arrays.asList("GET")) 
                                .build())) 
                            .build()) 
                        .build();

C#

var bucket = new CfnBucket(this, "MyBucket", new CfnBucketProps
{ 
    BucketName = "MyBucket", 
    CorsConfiguration = new CfnBucket.CorsConfigurationProperty 
    { 
        CorsRules = new object[] { 
            new CfnBucket.CorsRuleProperty 
            { 
                AllowedOrigins = new string[] { "*" }, 
                AllowedMethods = new string[] { "GET" }, 
            } 
        } 
    }
});

Important

L2 プロパティタイプを L1 構造で使用することはできません。その逆も同様です。L1 コンストラ
クトを扱うときは、必ず使用している L1 コンストラクト内で定義されているタイプを使用してく
ださい。他の L1 構造の型は使用しないでください (同じ名前でも型が異なるものもあります)。
言語固有のAPIリファレンスには、現在、L1プロパティタイプへのパスにエラーがあるか、これ
らのクラスをまったく文書化していないものがあります。この問題はすぐに修正される予定で
す。それまでの間、このような型は常に、それらが使用される L1 構造の内部クラスであることを
忘れないでください。

L2 コンストラクトの使用
次の例では、Bucketクラスのインスタンスである L2 構造を作成して Amazon S3 バケットを定義しま
す。
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TypeScript

import * as s3 from 'aws-cdk-lib/aws-s3';

// "this" is HelloCdkStack
new s3.Bucket(this, 'MyFirstBucket', { 
  versioned: true
});

JavaScript

const s3 = require('aws-cdk-lib/aws-s3');

// "this" is HelloCdkStack
new s3.Bucket(this, 'MyFirstBucket', { 
  versioned: true
});

Python

import aws_cdk.aws_s3 as s3

# "self" is HelloCdkStack
s3.Bucket(self, "MyFirstBucket", versioned=True)

Java

import software.amazon.awscdk.services.s3.*;

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

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

        Bucket.Builder.create(this, "MyFirstBucket") 
                .versioned(true).build(); 
    }
}

C#

using Amazon.CDK.AWS.S3;

// "this" is HelloCdkStack
new Bucket(this, "MyFirstBucket", new BucketProps
{ 
    Versioned = true
});

AWS構成ライブラリには、AWS多くのリソースを表す構成が含まれています。
Note

MyFirstBucketAWS CloudFormationは作成するバケットの名前ではありません。これは新しい
構成に与えられる論理識別子です。詳細については、物理名を参照してください。

Version 2
94

https://docs.aws.amazon.com/cdk/api/v2/docs/aws-construct-library.html
https://docs.aws.amazon.com/cdk/api/v2/docs/aws-cdk-lib.Resource.html#physicalname


AWS Cloud Development Kit (AWS 
CDK) v2 デベロッパーガイド

構成

構成
ほとんどのコンストラクトは、コンストラクトの設定を定義する名前/値のコレクションを 3 番目の引数 
(Python ではキーワード引数)props として受け入れます。次の例では、AWS Key Management Service 
(AWS KMS) 暗号化と静的ウェブサイトホスティングを有効にしたバケットを定義しています。暗号化
キーは明示的に指定されていないため、Bucketkms.Keyコンストラクトは新しい暗号化キーを定義して
バケットに関連付けます。

TypeScript

new s3.Bucket(this, 'MyEncryptedBucket', { 
  encryption: s3.BucketEncryption.KMS, 
  websiteIndexDocument: 'index.html'
});

JavaScript

new s3.Bucket(this, 'MyEncryptedBucket', { 
  encryption: s3.BucketEncryption.KMS, 
  websiteIndexDocument: 'index.html'
});

Python

s3.Bucket(self, "MyEncryptedBucket", encryption=s3.BucketEncryption.KMS, 
    website_index_document="index.html")

Java

Bucket.Builder.create(this, "MyEncryptedBucket") 
        .encryption(BucketEncryption.KMS_MANAGED) 
        .websiteIndexDocument("index.html").build();

C#

new Bucket(this, "MyEncryptedBucket", new BucketProps
{ 
    Encryption = BucketEncryption.KMS_MANAGED, 
    WebsiteIndexDocument = "index.html"
});

AWS構成は「適切なデフォルト」という概念に基づいて設計されています。ほとんどの構成では、必要な
構成が最小限であるため、必要なときに構成を完全に制御できると同時に、すぐに使用を開始できます。

構成との相互作用
コンストラクトは、基本となる Construct クラスを拡張するクラスです。構成をインスタンス化すると、
構成オブジェクトは一連のメソッドとプロパティを公開して、構成を操作したり、システムの他の部分へ
の参照として渡したりできるようにします。

AWS CDKこのフレームワークは、コンストラクトの API に制限を設けていません。作成者は任意の
APIを定義できます。ただし、AWSAWSコンストラクトライブラリに含まれるコンストラクト（など）
はs3.Bucket、ガイドラインや一般的なパターンに従っています。これにより、AWSすべてのリソース
で一貫したエクスペリエンスが提供されます。
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AWSほとんどの構成には、その構成に対するAWS Identity and Access Management (IAM) 権限をプリ
ンシパルに付与するために使用できる一連の付与メソッドがあります。 (p. 178)次の例では、Amazon 
S3data-science バケットから読み取るためのアクセス許可を、IAMraw-data グループに付与します。

TypeScript

const rawData = new s3.Bucket(this, 'raw-data');
const dataScience = new iam.Group(this, 'data-science');
rawData.grantRead(dataScience);

JavaScript

const rawData = new s3.Bucket(this, 'raw-data');
const dataScience = new iam.Group(this, 'data-science');
rawData.grantRead(dataScience);

Python

raw_data = s3.Bucket(self, 'raw-data')
data_science = iam.Group(self, 'data-science')
raw_data.grant_read(data_science)

Java

Bucket rawData = new Bucket(this, "raw-data");
Group dataScience = new Group(this, "data-science");
rawData.grantRead(dataScience);

C#

var rawData = new Bucket(this, "raw-data");
var dataScience = new Group(this, "data-science");
rawData.GrantRead(dataScience);

もう 1 つの一般的なパターンは、AWSコンストラクトが他の場所で提供されたデータからリソースの属性
の 1 つを設定するというものです。属性には、Amazon リソースネーム (ARN)、名前、または URL を含
めることができます。

次のコードでは、AWS Lambda関数を定義し、環境変数内のキューの URL を使用して、Amazon Simple 
Queue Service (Amazon SQS) キューに関連付けます。

TypeScript

const jobsQueue = new sqs.Queue(this, 'jobs');
const createJobLambda = new lambda.Function(this, 'create-job', { 
  runtime: lambda.Runtime.NODEJS_14_X, 
  handler: 'index.handler', 
  code: lambda.Code.fromAsset('./create-job-lambda-code'), 
  environment: { 
    QUEUE_URL: jobsQueue.queueUrl 
  }
});

JavaScript

const jobsQueue = new sqs.Queue(this, 'jobs');
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const createJobLambda = new lambda.Function(this, 'create-job', { 
  runtime: lambda.Runtime.NODEJS_14_X, 
  handler: 'index.handler', 
  code: lambda.Code.fromAsset('./create-job-lambda-code'), 
  environment: { 
    QUEUE_URL: jobsQueue.queueUrl 
  }
});

Python

jobs_queue = sqs.Queue(self, "jobs")
create_job_lambda = lambda_.Function(self, "create-job", 
    runtime=lambda_.Runtime.NODEJS_14_X, 
    handler="index.handler", 
    code=lambda_.Code.from_asset("./create-job-lambda-code"), 
    environment=dict( 
        QUEUE_URL=jobs_queue.queue_url 
    )
)

Java

final Queue jobsQueue = new Queue(this, "jobs");
Function createJobLambda = Function.Builder.create(this, "create-job") 
                .handler("index.handler") 
                .code(Code.fromAsset("./create-job-lambda-code")) 
                .environment(java.util.Map.of(   // Map.of is Java 9 or later 
                    "QUEUE_URL", jobsQueue.getQueueUrl()) 
                .build();

C#

var jobsQueue = new Queue(this, "jobs");
var createJobLambda = new Function(this, "create-job", new FunctionProps
{ 
    Runtime = Runtime.NODEJS_14_X, 
    Handler = "index.handler", 
    Code = Code.FromAsset(@".\create-job-lambda-code"), 
    Environment = new Dictionary<string, string> 
    { 
        ["QUEUE_URL"] = jobsQueue.QueueUrl 
    }
});

AWS構成ライブラリの最も一般的な API パターンについては、を参照してくださいthe section called “リ
ソース” (p. 121)。

独自のコンストラクトを作成する
のような既存の構成を使用するだけでなくs3.Bucket、独自の構成を作成して、誰でもアプリで使用で
きます。AWS CDKではすべての構成が同じです。AWS CDK構成 (s3.Bucketまたはなどsns.Topic) 
は、NPM、Maven、または PyPI を介して公開されたサードパーティライブラリの構成と同じように動作
します。社内のパッケージリポジトリに公開された構成も同じように動作します。

新しいコンストラクトを宣言するには、Constructconstructs 基本クラスを拡張するクラスをパッケージ
内に作成し、イニシャライザ引数のパターンに従います。
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次の例では、Amazon S3 バケットを表すコンストラクトを宣言する方法を示します。S3 バケットでは、
誰かがファイルをアップロードするたびに、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知を送
信します。

TypeScript

export interface NotifyingBucketProps { 
  prefix?: string;
}

export class NotifyingBucket extends Construct { 
  constructor(scope: Construct, id: string, props: NotifyingBucketProps = {}) { 
    super(scope, id); 
    const bucket = new s3.Bucket(this, 'bucket'); 
    const topic = new sns.Topic(this, 'topic'); 
    bucket.addObjectCreatedNotification(new s3notify.SnsDestination(topic), 
      { prefix: props.prefix }); 
  }
}

JavaScript

class NotifyingBucket extends Construct { 
  constructor(scope, id, props = {}) { 
    super(scope, id); 
    const bucket = new s3.Bucket(this, 'bucket'); 
    const topic = new sns.Topic(this, 'topic'); 
    bucket.addObjectCreatedNotification(new s3notify.SnsDestination(topic), 
      { prefix: props.prefix }); 
  }
}

module.exports = { NotifyingBucket }

Python

class NotifyingBucket(Construct): 

    def __init__(self, scope: Construct, id: str, *, prefix=None): 
        super().__init__(scope, id) 
        bucket = s3.Bucket(self, "bucket") 
        topic = sns.Topic(self, "topic") 
        bucket.add_object_created_notification(s3notify.SnsDestination(topic), 
            s3.NotificationKeyFilter(prefix=prefix)) 
   

Java

public class NotifyingBucket extends Construct { 

    public NotifyingBucket(final Construct scope, final String id) { 
        this(scope, id, null, null); 
    } 
     
    public NotifyingBucket(final Construct scope, final String id, final BucketProps 
 props) { 
        this(scope, id, props, null); 
    } 
     
    public NotifyingBucket(final Construct scope, final String id, final String prefix) 
 { 
        this(scope, id, null, prefix); 
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    } 

    public NotifyingBucket(final Construct scope, final String id, final BucketProps 
 props, final String prefix) { 
        super(scope, id); 

        Bucket bucket = new Bucket(this, "bucket"); 
        Topic topic = new Topic(this, "topic"); 
        if (prefix != null) 
            bucket.addObjectCreatedNotification(new SnsDestination(topic), 
                NotificationKeyFilter.builder().prefix(prefix).build()); 
     }
}

C#

public class NotifyingBucketProps : BucketProps
{ 
    public string Prefix { get; set; }
}

public class NotifyingBucket : Construct
{ 
    public NotifyingBucket(Construct scope, string id, NotifyingBucketProps props = 
 null) : base(scope, id) 
    { 
        var bucket = new Bucket(this, "bucket"); 
        var topic = new Topic(this, "topic"); 
        bucket.AddObjectCreatedNotification(new SnsDestination(topic), new 
 NotificationKeyFilter 
        { 
            Prefix = props?.Prefix 
        }); 
    }
}

Note

NotifyingBucket私たちの構造は、Bucketからではなく、Constructから継承していま
す。Amazon S3 バケットと Amazon SNS トピックを 1 つにバンドルするために、継承ではなく
コンポジションを使用しています。一般に、AWS CDKコンストラクトを開発する場合、継承より
もコンポジションの方が優先されます。

NotifyingBucketコンストラクターには一般的なコンストラクトシグネチャscope、、id、propsが
あります。すべてのプロパティはオプションなのでprops、最後の引数はオプション (デフォルト値を取
得{}) です。(Constructprops基本クラスは引数を取りません。) このコンストラクトのインスタンス
は、propsたとえば次のようにしなくてもアプリ内で定義できます。

TypeScript

new NotifyingBucket(this, 'MyNotifyingBucket');

JavaScript

new NotifyingBucket(this, 'MyNotifyingBucket');

Python

NotifyingBucket(self, "MyNotifyingBucket")
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Java

new NotifyingBucket(this, "MyNotifyingBucket");

C#

new NotifyingBucket(this, "MyNotifyingBucket");

または、props (Java では追加パラメーター) を使用して、フィルタリングするパスプレフィックスを指定
することもできます。次に例を示します。

TypeScript

new NotifyingBucket(this, 'MyNotifyingBucket', { prefix: 'images/' });

JavaScript

new NotifyingBucket(this, 'MyNotifyingBucket', { prefix: 'images/' });

Python

NotifyingBucket(self, "MyNotifyingBucket", prefix="images/")

Java

new NotifyingBucket(this, "MyNotifyingBucket", "/images");

C#

new NotifyingBucket(this, "MyNotifyingBucket", new NotifyingBucketProps
{ 
    Prefix = "/images"
});

通常は、コンストラクトにいくつかのプロパティやメソッドを公開したい場合もあります。コンストラク
トのユーザはそのトピックをサブスクライブできないため、コンストラクトの背後にトピックを隠してお
いてもあまり役に立ちません。topicプロパティを追加すると、次の例に示すように、コンシューマーは
内部トピックにアクセスできます。

TypeScript

export class NotifyingBucket extends Construct { 
  public readonly topic: sns.Topic; 

  constructor(scope: Construct, id: string, props: NotifyingBucketProps) { 
    super(scope, id); 
    const bucket = new s3.Bucket(this, 'bucket'); 
    this.topic = new sns.Topic(this, 'topic'); 
    bucket.addObjectCreatedNotification(new s3notify.SnsDestination(this.topic), 
 { prefix: props.prefix }); 
  }
}
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JavaScript

class NotifyingBucket extends Construct { 

  constructor(scope, id, props) { 
    super(scope, id); 
    const bucket = new s3.Bucket(this, 'bucket'); 
    this.topic = new sns.Topic(this, 'topic'); 
    bucket.addObjectCreatedNotification(new s3notify.SnsDestination(this.topic), 
 { prefix: props.prefix }); 
  }
}

module.exports = { NotifyingBucket };

Python

class NotifyingBucket(Construct): 

    def __init__(self, scope: Construct, id: str, *, prefix=None, **kwargs): 
        super().__init__(scope, id) 
        bucket = s3.Bucket(self, "bucket") 
        self.topic = sns.Topic(self, "topic") 
        bucket.add_object_created_notification(s3notify.SnsDestination(self.topic), 
            s3.NotificationKeyFilter(prefix=prefix))

Java

public class NotifyingBucket extends Construct { 

    public Topic topic = null; 
     
    public NotifyingBucket(final Construct scope, final String id) { 
        this(scope, id, null, null); 
    } 
     
    public NotifyingBucket(final Construct scope, final String id, final BucketProps 
 props) { 
        this(scope, id, props, null); 
    } 
     
    public NotifyingBucket(final Construct scope, final String id, final String prefix) 
 { 
        this(scope, id, null, prefix); 
    } 

    public NotifyingBucket(final Construct scope, final String id, final BucketProps 
 props, final String prefix) { 
        super(scope, id); 

        Bucket bucket = new Bucket(this, "bucket"); 
        topic = new Topic(this, "topic"); 
        if (prefix != null) 
            bucket.addObjectCreatedNotification(new SnsDestination(topic), 
                NotificationKeyFilter.builder().prefix(prefix).build()); 
     }
}

C#

public class NotifyingBucket : Construct
{ 
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    public readonly Topic topic; 

    public NotifyingBucket(Construct scope, string id, NotifyingBucketProps props = 
 null) : base(scope, id) 
    { 
        var bucket = new Bucket(this, "bucket"); 
        topic = new Topic(this, "topic"); 
        bucket.AddObjectCreatedNotification(new SnsDestination(topic), new 
 NotificationKeyFilter 
        { 
            Prefix = props?.Prefix 
        }); 
    }
}

これで、消費者はトピックを購読できます。次に例を示します。

TypeScript

const queue = new sqs.Queue(this, 'NewImagesQueue');
const images = new NotifyingBucket(this, '/images');
images.topic.addSubscription(new sns_sub.SqsSubscription(queue));

JavaScript

const queue = new sqs.Queue(this, 'NewImagesQueue');
const images = new NotifyingBucket(this, '/images');
images.topic.addSubscription(new sns_sub.SqsSubscription(queue));

Python

queue = sqs.Queue(self, "NewImagesQueue")
images = NotifyingBucket(self, prefix="Images")
images.topic.add_subscription(sns_sub.SqsSubscription(queue))

Java

NotifyingBucket images = new NotifyingBucket(this, "MyNotifyingBucket", "/images");
images.topic.addSubscription(new SqsSubscription(queue));

C#

var queue = new Queue(this, "NewImagesQueue");
var images = new NotifyingBucket(this, "MyNotifyingBucket", new NotifyingBucketProps
{ 
    Prefix = "/images"
});
images.topic.AddSubscription(new SqsSubscription(queue));

コンストラクトツリー
すでに説明したように、AWS CDKアプリでは、scopeすべての構成に渡される引数を使用して、他の構
成の「内部」で構成を定義します。このようにして、AWS CDKアプリは構成ツリーと呼ばれる構成の階
層を定義します。

このツリーのルートはアプリ、Appつまりクラスのインスタンスです。アプリケーション内で、1 つ以上
のスタックを作成します。スタック内では、AWS CloudFormationリソースまたは上位レベルのコンスト
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ラクトのいずれかをインスタンス化します。これらのコンストラクト自体がリソースやその他のコンスト
ラクトをインスタンス化する場合もあります。

構成は常に別の構成の範囲内で明示的に定義されるため、構成間の関係に疑いの余地はありません。ほと
んどの場合、新しい構成が現在の構成の子であることを示すためにthis (Python では、self) をスコープ
として渡す必要があります。意図するパターンは、コンストラクトを派生させてからConstruct、コンス
トラクターで使用するコンストラクトをインスタンス化することです。

スコープを明示的に渡すと、各コンストラクト自体がツリーに追加され、Constructこの動作はすべて
基本クラスに含まれます。AWS CDKがサポートするすべての言語で同じように機能し、イントロスペク
ションやその他の「魔法」は必要ありません。

Important

技術的には、thisコンストラクトをインスタンス化するとき以外に、ある程度のスコープを渡す
ことも可能です。構成はツリーの任意の場所に追加することも、同じアプリケーションの別のス
タックに追加することもできます。たとえば、引数として渡されたスコープに構成要素を追加す
るミックスインスタイルの関数を作成できます。ここで実際問題となるのは、コンストラクトに
選択する ID が他者のスコープ内で一意であることを簡単に保証できないことです。また、この方
法では、コードの理解、保守、再利用がより困難になります。ほとんどの場合、scope議論を悪
用せずに意図を表現する方法を見つける方が良いでしょう。

は、ツリーのルートから各子コンストラクトまでのパスにあるすべてのコンストラクトの IDAWS CDK を
使用して、に必要な一意の IDAWS CloudFormation を生成します。このアプローチでは、コンストラクト 
ID はネイティブのようにスタック全体で一意である必要はなく、スコープ内でのみ一意である必要がある
ということですAWS CloudFormation。ただし、構成を別のスコープに移動すると、生成されるスタック
固有 ID が変更され、AWS CloudFormation同じリソースとは見なされません。

構成ツリーは、AWS CDKコードで定義する構成とは別のものです。ただし、nodeどの構成のアトリ
ビュート (ツリー内のその構成を表すノードへの参照) からもアクセスできます。Node各ノードはインス
タンスであり、その属性によってツリーのルート、ノードの親スコープ、子にアクセスできます。

• node.children— コンストラクトの直接の子オブジェクト。
• node.id— スコープ内の構成の識別子。
• node.path— すべての親のIDを含むコンストラクトのフルパス。
• node.root— 構成ツリー (アプリ) のルート。
• node.scope— 構成のスコープ (親)。ノードがルートの場合は未定義。
• node.scopes— ルートまでのコンストラクトのすべての親。
• node.uniqueId— ツリー内のこの構成に固有の英数字識別子 (デフォルトでは、node.path生成元と

ハッシュ)。

構成ツリーは、AWS CloudFormation構成が最終テンプレート内のリソースに合成される暗黙の順序を定
義します。AWS CloudFormationあるリソースを別のリソースより先に作成する必要がある場合、AWSま
たは構成ライブラリが一般的に依存関係を推測する場合。次に、リソースが正しい順序で作成されている
ことを確認します。

を使用して 2 つのノード間に明示的な依存関係を追加することもできますnode.addDependency()。詳
細については、AWS CDKAPI リファレンスの「依存関係」を参照してください。

AWS CDKを使用すると、構成ツリーのすべてのノードにアクセスして、各ノードに対して操作を実行す
る簡単な方法が提供されます。詳細については、the section called “側面” (p. 193)を参照してください。

アプリケーション
で説明したようにthe section called “コンストラクト” (p. 87)、インフラストラクチャリソースをプロビ
ジョニングするには、AWSリソースを表すすべての構成を Stack 構成の範囲内で直接的または間接的に定
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義する必要があります。アプリは 1 つ以上のスタックのコンテナで、各スタックのスコープとして機能し
ます。1 つのスタック内のスタックは、互いのリソース (およびそれらのリソースの属性)App を簡単に参
照できます。AWS CDKはスタック間の依存関係を推測して、スタックを正しい順序でデプロイできるよ
うにします。アプリケーション内で定義されたスタックの一部またはすべてを、1cdk deploy つのコマ
ンドでデプロイできます。

次の例では、1 つの Amazon S3MyFirstStack バケットを含むという名前のスタッククラスを宣言して
います。

TypeScript

class MyFirstStack extends Stack { 
  constructor(scope: Construct, id: string, props?: StackProps) { 
    super(scope, id, props); 

    new s3.Bucket(this, 'MyFirstBucket'); 
  }
}

JavaScript

class MyFirstStack extends Stack { 
  constructor(scope, id, props) { 
    super(scope, id, props); 

    new s3.Bucket(this, 'MyFirstBucket'); 
  }
}

Python

class MyFirstStack(Stack): 

    def __init__(self, scope: Construct, id: str, **kwargs): 
        super().__init__(scope, id, **kwargs) 

        s3.Bucket(self, "MyFirstBucket")

Java

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

    public MyFirstStack(final Construct scope, final String id, final StackProps props) 
 { 
        super(scope, id, props); 
         
        new Bucket(this, "MyFirstBucket"); 
    }
}

C#

public class MyFirstStack : Stack
{ 
    public MyFirstStack(Stack scope, string id, StackProps props = null) : base(scope, 
 id, props) 
    { 
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        new Bucket(this, "MyFirstBucket"); 
    }
}

ただし、このコードではスタックのみを宣言しています。AWS CloudFormationスタックを実際にテンプ
レートに合成してデプロイするには、スタックをインスタンス化する必要があります。また、すべての 
CDK コンストラクトと同様に、何らかのコンテキストでインスタンス化する必要があります。Appそのコ
ンテキストです。

アプリのコンストラクトト
アプリケーションのスコープ内で以前のスタックを定義するには、App コンストラクトを使用します。次
のサンプルアプリは、をインスタンス化しMyFirstStack、AWS CloudFormationスタックが定義したテ
ンプレートを生成します。

TypeScript

const app = new App();
new MyFirstStack(app, 'hello-cdk');
app.synth();

JavaScript

const app = new App();
new MyFirstStack(app, 'hello-cdk');
app.synth();

Python

app = App()
MyFirstStack(app, "hello-cdk")
app.synth()

Java

App app = new App();
new MyFirstStack(app, "hello-cdk");
app.synth();

C#

var app = new App();
new MyFirstStack(app, "hello-cdk");
app.Synth();

Appこの構成は、構成ツリーのルートとして使用できる唯一の構成であるため、初期化引数は必要ありま
せん。これで、Appこのインスタンスをスタックの単一インスタンスを定義するスコープとして使用でき
ます。

アプリのライフサイクル
次の図は、AWS CDKに電話をかけたときにが実行するフェーズを示していますcdk deploy。このコマンド
は、アプリが定義するリソースをデプロイします。
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AWS CDKアプリはライフサイクルの次の段階を経ます。

1. 構築 (または初期化)

コードは、定義されたすべての構成要素をインスタンス化し、それらをリンクします。この段階で
は、すべてのコンストラクト (アプリ、スタック、およびその子コンストラクト) がインスタンス化
され、コンストラクターチェーンが実行されます。アプリコードのほとんどはこの段階で実行されま
す。

2. 準備

prepareメソッドを実装したすべてのコンストラクトは、最終的な状態を設定するための最終修正ラ
ウンドに参加します。準備段階は自動的に行われます。このフェーズのユーザーには、フィードバッ
クが表示されません。「prepare」フックを使用する必要はほとんどなく、一般的にはお勧めしませ
ん。操作の順序が動作に影響する可能性があるため、この段階で構成ツリーを変更する場合は十分注
意してください。

3. 検証

validateメソッドを実装したすべてのコンストラクトは、自身を検証して、正しくデプロイされる
状態にあることを確認できます。このフェーズで検証が失敗した場合は、通知が届きます。一般的
に、検証はできるだけ早く (通常は入力があったらすぐに) 実行し、できるだけ早く例外をスローする
ことをおすすめします。検証を早期に行うと、スタックトレースの精度が高くなるため、診断が容易
になり、コードが引き続き安全に実行されるようになります。

4. 合成

AWS CDKこれはアプリの実行の最終段階です。これはの呼び出しによってトリガーさ
れapp.synth()、構成ツリーをトラバースして、synthesizeすべての構成でメソッドを呼び出し
ます。実装するコンストラクトは合成に参加し、synthesize生成されるクラウドアセンブリにデ
プロイアーティファクトを送信できます。これらのアーティファクトには、AWS CloudFormation
テンプレート、AWS Lambdaアプリケーションバンドル、ファイルおよび Docker イメージアセッ
ト、およびその他のデプロイアーティファクトが含まれます。 the section called “クラウドアセンブ
リ” (p. 107)このフェーズの出力を説明します。多くの場合、synthesizeメソッドを実装する必要
はありません。

5. デプロイ

このフェーズでは、AWS CDKツールキットは合成フェーズで生成されたデプロイアーティファクト
クラウドアセンブリを取得し、AWS環境にデプロイします。Amazon S3 や Amazon ECR、または必
要な場所にアセットをアップロードします。次に、AWS CloudFormationデプロイを開始してアプリ
ケーションをデプロイし、リソースを作成します。

AWS CloudFormationデプロイフェーズ (ステップ 5) が始まる頃には、AWS CDKアプリはすでに終了して
おり、終了しています。これにより、以下の影響があります。

• AWS CDKアプリは、リソースの作成中やデプロイ全体の終了など、デプロイ中に発生するイベントに
は応答できません。デプロイ段階でコードを実行するには、AWS CloudFormationコードをカスタムリ
ソースとしてテンプレートに挿入する必要があります (p. 218)。アプリにカスタムリソースを追加する
方法の詳細については、AWS CloudFormationモジュールまたはcustom-resource の例を参照してくださ
い。
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• AWS CDKアプリは、実行時にはわからない値を処理しなければならない場合があります。た
とえば、AWS CDKアプリケーションが自動的に生成された名前で Amazon S3 バケットを定義
し、bucket.bucketName (Python:bucket_name) 属性を取得した場合、その値はデプロイされたバ
ケットの名前ではありません。代わりに、Token値を取得します。特定の値が使用可能かどうかを調べ
るには、cdk.isUnresolved(value) (Python: is_unresolved)。 詳細についてはthe section called 
“トークン” (p. 145)、を参照してください。

クラウドアセンブリ
を呼び出すことでapp.synth()、AWS CDKはアプリケーションからクラウドアセンブリを合成する
ように指示されます。通常、クラウドアセンブリは直接操作しません。これらは、アプリケーション
をクラウド環境にデプロイするのに必要なものがすべて含まれているファイルです。たとえば、AWS 
CloudFormationアプリ内の各スタックのテンプレートが含まれています。また、アプリで参照するファイ
ルアセットまたは Docker イメージのコピーも含まれます。

クラウドアセンブリのフォーマット方法の詳細については、クラウドアセンブリ仕様を参照してくださ
い。

AWS CDKアプリが作成するクラウドアセンブリを操作するには、通常、AWS CDKコマンドラインツール
であるツールキットを使用します。ただし、クラウドアセンブリ形式を読み取ることができるツールなら
どれでもアプリのデプロイに使用できます。

CDK ToolkitAWS CDK はアプリケーションの実行方法を知っている必要があります。cdk initコマンド
を使用してテンプレートからプロジェクトを作成した場合、cdk.jsonappアプリのファイルにはキーが含
まれます。このキーは、アプリが記述されている言語に必要なコマンドを指定します。使用している言語
でコンパイルが必要な場合、コマンドラインはアプリを実行する前にこのステップを実行するので、必ず
実行してください。

TypeScript

{ 
  "app": "npx ts-node --prefer-ts-exts bin/my-app.ts"
}

JavaScript

{ 
  "app": "node bin/my-app.js"
}

Python

{ 
    "app": "python app.py"
}

Java

{ 
  "app": "mvn -e -q compile exec:java"
}

C#

{ 
  "app": "dotnet run -p src/MyApp/MyApp.csproj"
}
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CDK Toolkit を使用してプロジェクトを作成していない場合や、で指定されたコマンドラインをオーバーラ
イドしたい場合はcdk.json、--appcdkコマンドの実行時にオプションを使用できます。

cdk --app 'executable' cdk-command ...

#############、CDK アプリケーションを実行するために実行する必要があるコマンドを示していま
す。このようなコマンドにはスペースが含まれるため、次に示すように引用符を使用してください。cdk-
command は、アプリで何をしたいのかをCDKsynthdeploy Toolkitに伝えるまたはのようなサブコマンドで
す。この後に、そのサブコマンドに必要な追加オプションを指定します。

CLIは、すでに合成されたクラウドアセンブリと直接やり取りすることもできます。そのためには、--
appクラウドアセンブリが保存されているディレクトリを渡します。次の例では、下に格納されているク
ラウドアセンブリで定義されているスタックを一覧表示します./my-cloud-assembly。

cdk --app ./my-cloud-assembly ls

スタック
AWS CDKのデプロイ単位はスタックと呼ばれます。AWSスタックの範囲内で定義されるすべてのリソー
スは、直接的または間接的に、単一のユニットとしてプロビジョニングされます。

AWS CDKAWS CloudFormationスタックはスタックを介して実装されるため、と同じ制限がありますAWS 
CloudFormation。

AWS CDKアプリにはスタックをいくつでも定義できます。Stackコンストラクトのインスタンスはすべ
てスタックを表します。これは次のいずれかの方法で定義できます。

• MyFirstStack前に示した例のように、アプリのスコープ内で直接
• ツリー内の任意の構成によって間接的に

たとえば、次のコードは 2AWS CDK つのスタックを持つアプリを定義します。

TypeScript

const app = new App();

new MyFirstStack(app, 'stack1');
new MySecondStack(app, 'stack2');

app.synth();

JavaScript

const app = new App();

new MyFirstStack(app, 'stack1');
new MySecondStack(app, 'stack2');

app.synth();

Python

app = App()

MyFirstStack(app, 'stack1')
MySecondStack(app, 'stack2')
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app.synth()

Java

App app = new App();

new MyFirstStack(app, "stack1");
new MySecondStack(app, "stack2");

app.synth();

C#

var app = new App();

new MyFirstStack(app, "stack1");
new MySecondStack(app, "stack2");

app.Synth();

AWS CDKアプリ内のすべてのスタックを一覧表示するには、cdk lsコマンドを実行します。AWS CDK前
のアプリでは、次の出力が表示されます。

stack1
stack2

cdk synth複数のスタックを含むアプリケーションに対してコマンドを実行すると、クラウドアセンブリに
はスタックインスタンスごとに個別のテンプレートが含まれます。2 つのスタックが同じクラスのインス
タンスであっても、AWS CDKはそれらを 2 つの個別のテンプレートとして出力します。

cdk synthコマンドでスタック名を指定することで、各テンプレートを合成できます。次の例では、stack1
のテンプレートを合成します。

cdk synth stack1

このアプローチは、AWS CloudFormationテンプレートを複数回デプロイし、AWS CloudFormationパラ
メーターを使用してパラメーター化できる通常の使用方法とは概念が異なります。AWS CloudFormation
パラメータはで定義できますがAWS CDK、AWS CloudFormationパラメータは展開時にのみ解決されるた
め、通常はお勧めしません。つまり、コード内でその値を判断することはできません。

たとえば、パラメータ値に基づいて条件付きでアプリにリソースを含めるには、AWS CloudFormation条
件を設定し、そのリソースにタグを付ける必要があります。は、AWS CDK具体的なテンプレートを合成
時に解決するというアプローチを採用しています。そのため、if ステートメントを使用して値をチェック
し、リソースを定義すべきか、何らかの動作を適用すべきかを判断できます。

Note

は、プログラミング言語を慣用的かつ自然に使用できるように、AWS CDK合成時に可能な限り高
い解像度を提供します。

他の構成と同様に、スタックはまとめてグループにまとめることができます。次のコードは、コントロー
ルプレーン、データプレーン、モニタリングスタックの 3 つのスタックで構成されるサービスの例を示し
ています。サービス構成は 2 回定義されます。1 回目はベータ環境用、もう 1 回は運用環境用です。

TypeScript

import { App, Stack } from 'aws-cdk-lib';
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import { Construct } from 'constructs';

interface EnvProps { 
  prod: boolean;
}

// imagine these stacks declare a bunch of related resources
class ControlPlane extends Stack {}
class DataPlane extends Stack {}
class Monitoring extends Stack {}

class MyService extends Construct { 

  constructor(scope: Construct, id: string, props?: EnvProps) { 
   
    super(scope, id); 
   
    // we might use the prod argument to change how the service is configured 
    new ControlPlane(this, "cp"); 
    new DataPlane(this, "data"); 
    new Monitoring(this, "mon");  }
}

const app = new App();
new MyService(app, "beta");
new MyService(app, "prod", { prod: true });

app.synth();

JavaScript

const { App, Stack } = require('aws-cdk-lib');
const { Construct } = require('constructs');

// imagine these stacks declare a bunch of related resources
class ControlPlane extends Stack {}
class DataPlane extends Stack {}
class Monitoring extends Stack {}

class MyService extends Construct { 

  constructor(scope, id, props) { 
   
    super(scope, id); 
   
    // we might use the prod argument to change how the service is configured 
    new ControlPlane(this, "cp"); 
    new DataPlane(this, "data"); 
    new Monitoring(this, "mon"); 
  }
}

const app = new App();
new MyService(app, "beta");
new MyService(app, "prod", { prod: true });

app.synth();

Python

from aws_cdk import App, Stack
from constructs import Construct

# imagine these stacks declare a bunch of related resources
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class ControlPlane(Stack): pass
class DataPlane(Stack): pass
class Monitoring(Stack): pass

class MyService(Construct): 

  def __init__(self, scope: Construct, id: str, *, prod=False): 
   
    super().__init__(scope, id) 
   
    # we might use the prod argument to change how the service is configured 
    ControlPlane(self, "cp") 
    DataPlane(self, "data") 
    Monitoring(self, "mon") 
     
app = App();
MyService(app, "beta")
MyService(app, "prod", prod=True)

app.synth()   

Java

package com.myorg;

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

public class MyApp { 

    // imagine these stacks declare a bunch of related resources 
    static class ControlPlane extends Stack { 
        ControlPlane(Construct scope, String id) { 
            super(scope, id); 
        } 
    } 

    static class DataPlane extends Stack { 
        DataPlane(Construct scope, String id) { 
            super(scope, id); 
        } 
    } 

    static class Monitoring extends Stack { 
        Monitoring(Construct scope, String id) { 
            super(scope, id); 
        } 
    } 

    static class MyService extends Construct { 
        MyService(Construct scope, String id) { 
            this(scope, id, false); 
        } 
         
        MyService(Construct scope, String id, boolean prod) { 
            super(scope, id); 
             
            // we might use the prod argument to change how the service is configured 
            new ControlPlane(this, "cp"); 
            new DataPlane(this, "data"); 
            new Monitoring(this, "mon");          
        } 
    } 
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    public static void main(final String argv[]) { 
        App app = new App(); 

        new MyService(app, "beta"); 
        new MyService(app, "prod", true); 
         
        app.synth(); 
    }
}

C#

using Amazon.CDK;
using Constructs;

// imagine these stacks declare a bunch of related resources
public class ControlPlane : Stack { 
    public ControlPlane(Construct scope, string id=null) : base(scope, id) { }
}

public class DataPlane : Stack { 
    public DataPlane(Construct scope, string id=null) : base(scope, id) { }
}

public class Monitoring : Stack
{ 
    public Monitoring(Construct scope, string id=null) : base(scope, id) { }
}

public class MyService : Construct
{ 
    public MyService(Construct scope, string id, Boolean prod=false) : base(scope, id) 
    { 
        // we might use the prod argument to change how the service is configured 
        new ControlPlane(this, "cp"); 
        new DataPlane(this, "data"); 
        new Monitoring(this, "mon"); 
    }
}

class Program
{ 
    static void Main(string[] args) 
    { 

        var app = new App(); 
        new MyService(app, "beta"); 
        new MyService(app, "prod", prod: true); 
        app.Synth(); 
    }
}

AWS CDKこのアプリは最終的に、各環境に 3 つずつ、合計 6 つのスタックで構成されます。

$ cdk ls
    
betacpDA8372D3
betadataE23DB2BA
betamon632BD457
prodcp187264CE
proddataF7378CE5
prodmon631A1083
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AWS CloudFormationスタックの物理名は、AWS CDKツリー内のスタックの構成パスに基づいてによって
自動的に決定されます。デフォルトでは、Stackスタックの名前はオブジェクトの構成 ID から取得されま
す。ただし、次のようにstackName prop (Python ではstack_name) を使用して明示的な名前を指定でき
ます。

TypeScript

new MyStack(this, 'not:a:stack:name', { stackName: 'this-is-stack-name' });

JavaScript

new MyStack(this, 'not:a:stack:name', { stackName: 'this-is-stack-name' });

Python

MyStack(self, "not:a:stack:name", stack_name="this-is-stack-name")

Java

new MyStack(this, "not:a:stack:name", StackProps.builder() 
    .StackName("this-is-stack-name").build());

C#

new MyStack(this, "not:a:stack:name", new StackProps
{ 
    StackName = "this-is-stack-name"
});

スタック API
Stack オブジェクトには、次のような豊富な API が用意されています。

• Stack.of(construct)— 構成が定義されているスタックを返す静的メソッド。これは、再利用可能
な構成内からスタックを操作する必要がある場合に便利です。スコープ内にスタックが見つからない場
合、呼び出しは失敗します。

• stack.stackName (Python: stack_name) — スタックの物理名を返します。前に説明したよう
に、AWS CDKAWS CDKすべてのスタックには合成中に解決できる物理名があります。

• stack.regionとstack.account —AWS このスタックがデプロイされるリージョンとアカウントを
それぞれ返します。これらのプロパティは、次のいずれかを返します。
• スタックの定義時に明示的に指定されたアカウントまたはリージョン
• AWS CloudFormationこのスタックが環境に依存しないことを示すために、アカウントとリージョン

の疑似パラメータに変換される文字列でエンコードされたトークン

スタックの環境を決定する方法については、を参照してくださいthe section called “環境” (p. 114)。
• stack.addDependency(stack)(パイソン:stack.add_dependency(stack) — 2 つのスタック間

の依存順序を明示的に定義するために使用できます。複数のスタックを一度にデプロイする場合、cdk 
deployコマンドではこの順序が優先されます。

• stack.tags— スタックレベルのタグを追加または削除するために使用できるを返しま
す。TagManagerこのタグマネージャーは、スタック内のすべてのリソースにタグを付け、スタックを
作成したときにスタック自体にもタグを付けますAWS CloudFormation。
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• stack.partition、stack.urlSuffix (パイソン: url_suffix)、stack.stackId
(Python:stack_id)、stack.notificationArn (Python:notification_arn) —AWS 
CloudFormation などのそれぞれの疑似パラメータに解決されるトークンを返します{ "Ref": 
"AWS::Partition" }。これらのトークンは特定のスタックオブジェクトに関連付けられるた
め、AWS CDKフレームワークはスタック間の参照を識別できます。

• stack.availabilityZones (Python: availability_zones) — このスタックがデプロイされて
いる環境で使用可能なアベイラビリティーゾーンのセットを返します。環境に依存しないスタックの
場合、これは常に 2 つのアベイラビリティーゾーンを含む配列を返します。環境固有のスタックの場
合、AWS CDKは環境に対してクエリを実行し、指定したリージョンで使用可能なアベイラビリティー
ゾーンの正確なセットを返します。

• stack.parseArn(arn)andstack.formatArn(comps) (Python:parse_arn,format_arn) — アマ
ゾンリソースネーム (ARN) の操作に使用できます。

• stack.toJsonString(obj) (Python: to_json_string) —AWS CloudFormation 任意のオブジェク
トをテンプレートに埋め込むことができる JSON 文字列としてフォーマットするために使用できます。
オブジェクトにはトークン、属性、参照を含めることができますが、これらはデプロイ時にのみ解決さ
れます。

• stack.templateOptions (Python: template_options) — スタックの変換、説明、AWS 
CloudFormationメタデータなどのテンプレートオプションを指定するために使用します。

ネストされたスタック
NestedStackこの構成により、AWS CloudFormationスタックのリソース制限である 500 個を回避できま
す。ネストされたスタックは、それを含むスタック内の 1 つのリソースとしてのみカウントされます。た
だし、追加のネストスタックを含め、最大500のリソースを含めることができます。

ネストされたスタックのスコープはStack ORNestedStack 構造でなければなりません。ネストされた
スタックは、親スタック内で字句的に宣言する必要はありません。ネストされたスタックをインスタンス
化するときには、親スタックを最初のパラメーター (scope) として渡すだけで済みます。この制限は別と
して、ネストされたスタックでの構成の定義は、通常のスタックとまったく同じように機能します。

合成時に、AWS CloudFormationネストされたスタックは独自のテンプレートに合成され、AWS CDKデ
プロイ時にステージングバケットにアップロードされます。ネストされたスタックは親スタックにバイ
ンドされ、独立したデプロイアーティファクトとしては扱われません。これらは別に一覧表示されずcdk 
list、デプロイもできませんcdk deploy。

親スタックとネストされたスタック間の参照は、スタック間の参照と同様に (p. 124)、自動的にスタック
パラメータに変換され、AWS CloudFormation生成されたテンプレートに出力されます。

Warning

ネストスタックの場合、セキュリティ体制の変更はデプロイ前には表示されません。この情報
は、最上位のスタックについてのみ表示されます。

環境
StackAWS CDKアプリの各インスタンスは、明示的または暗黙的に環境 (env) に関連付けられます。環
境とは、AWSスタックのデプロイ先となるターゲットアカウントとリージョンです。地域は地域コードを
使用して指定されます。リストについては、「地域のエンドポイント」を参照してください。

Note

CDK スタックをデプロイする各環境をブートストラップする必要があります (p. 196)。ブート
ストラップは、AWSデプロイ中に使用される特定のリソースをプロビジョニングします。
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スタックをインスタンス化するときに環境を指定しない場合、スタックは環境に依存しな
いと見なされます。 AWS CloudFormationこのようなスタックから合成されたテンプレート
は、、、stack.availabilityZones (Python:availability_zones)stack.account などの環境関
連の属性に対してデプロイ時の解決方法を使用しようとします。stack.region

Tip

AWS CDK標準開発テンプレートを使用している場合、Appスタックはオブジェクトをインスタン
ス化したのと同じファイル内でインスタンス化されます。

TypeScript

binプロジェクトのフォルダにある、プロジェクトにちなんで名付けられたファイル 
(例:hello-cdk.ts)。

JavaScript

binプロジェクトのフォルダにある、プロジェクトにちなんで名付けられたファイル 
(例:hello-cdk.js)。

Python

app.pyプロジェクトのメインディレクトリにあるファイル。
Java

たとえばProjectNameApp.javaHelloCdkApp.java、という名前のファイルは、src/
mainディレクトリの奥深くにネストされています。

C#

たとえばsrc\ProjectName、Program.cs under という名前のファイルsrc\HelloCdk
\Program.cs。

環境に依存しないスタックでは、アベイラビリティーゾーンを使用するすべての構成に 2 つの AZ が表示
されるため、スタックをどのリージョンにもデプロイできます。

cdk deployを使用して環境に依存しないスタックをデプロイする場合、AWS CDK CLIは指定されたAWS 
CLI プロファイルを使用してデプロイ先を決定します。プロファイルが指定されていない場合、デフォル
トプロファイルが使用されます。AWS CDKCLIはと同様のプロトコルに従って、AWS CLIAWSAWSア
カウントで操作を実行するときに使用する認証情報を決定します。詳細については、「the section called 
“AWS CDK ツールキット” (p. 305)」を参照してください。

プロダクションスタックの場合は、envプロパティを使用してアプリ内の各スタックの環境を明示的に指
定することをお勧めします。次の例では、2 つの異なるスタックに異なる環境を指定しています。

TypeScript

const envEU  = { account: '2383838383', region: 'eu-west-1' };
const envUSA = { account: '8373873873', region: 'us-west-2' };

new MyFirstStack(app, 'first-stack-us', { env: envUSA });
new MyFirstStack(app, 'first-stack-eu', { env: envEU });

JavaScript

const envEU  = { account: '2383838383', region: 'eu-west-1' };
const envUSA = { account: '8373873873', region: 'us-west-2' };

new MyFirstStack(app, 'first-stack-us', { env: envUSA });
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new MyFirstStack(app, 'first-stack-eu', { env: envEU });

Python

env_EU = cdk.Environment(account="8373873873", region="eu-west-1")
env_USA = cdk.Environment(account="2383838383", region="us-west-2")

MyFirstStack(app, "first-stack-us", env=env_USA)
MyFirstStack(app, "first-stack-eu", env=env_EU)

Java

public class MyApp { 

    // Helper method to build an environment 
    static Environment makeEnv(String account, String region) { 
        return Environment.builder() 
                .account(account) 
                .region(region) 
                .build(); 
    } 

    public static void main(final String argv[]) { 
        App app = new App(); 

        Environment envEU = makeEnv("8373873873", "eu-west-1"); 
        Environment envUSA = makeEnv("2383838383", "us-west-2"); 
         
        new MyFirstStack(app, "first-stack-us", StackProps.builder() 
                .env(envUSA).build()); 
        new MyFirstStack(app, "first-stack-eu", StackProps.builder() 
                .env(envEU).build()); 
  
        app.synth(); 
    }
}

C#

Amazon.CDK.Environment makeEnv(string account, string region)
{ 
    return new Amazon.CDK.Environment 
    { 
        Account = account, 
        Region = region 
    };
}

var envEU = makeEnv(account: "8373873873", region: "eu-west-1");
var envUSA = makeEnv(account: "2383838383", region: "us-west-2");

new MyFirstStack(app, "first-stack-us", new StackProps { Env=envUSA });
new MyFirstStack(app, "first-stack-eu", new StackProps { Env=envEU });

前の例のようにターゲットアカウントとリージョンをハードコーディングすると、スタックは常にそ
の特定のアカウントとリージョンにデプロイされます。スタックを別のターゲットにデプロイできるよ
うにしつつ、合成時にターゲットを決定するには、スタックでAWS CDK CLI が提供する 2 つの環境変
数、CDK_DEFAULT_ACCOUNTおよびを使用できますCDK_DEFAULT_REGION。これらの変数は、AWS--
profileオプションを使用して指定されたプロファイル、AWSまたは指定しない場合はデフォルトプロファ
イルに基づいて設定されます。
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次のコードフラグメントは、スタック内のAWS CDK CLI から渡されたアカウントとリージョンにアクセ
スする方法を示しています。

TypeScript

Nodeprocess のオブジェクトを介して環境変数にアクセスします。
Note

DefinitelyTypedprocessで使用するモジュールが必要です TypeScript。 cdk initこの
モジュールが自動的にインストールされます。ただし、追加前に作成されたプロジェクトで
作業している場合、またはを使用してプロジェクトを設定していない場合は、このモジュー
ルを手動でインストールする必要がありますcdk init。

npm install @types/node

new MyDevStack(app, 'dev', {  
  env: {  
    account: process.env.CDK_DEFAULT_ACCOUNT,  
    region: process.env.CDK_DEFAULT_REGION  
}});

JavaScript

Nodeprocess のオブジェクトを介して環境変数にアクセスします。

new MyDevStack(app, 'dev', {  
  env: {  
    account: process.env.CDK_DEFAULT_ACCOUNT,  
    region: process.env.CDK_DEFAULT_REGION  
}});

Python

osenvironモジュールのディクショナリを使用して環境変数にアクセスします。

import os
MyDevStack(app, "dev", env=cdk.Environment( 
    account=os.environ["CDK_DEFAULT_ACCOUNT"], 
    region=os.environ["CDK_DEFAULT_REGION"]))

Java

System.getenv()環境変数の値を取得するために使用します。

public class MyApp { 

    // Helper method to build an environment 
    static Environment makeEnv(String account, String region) { 
        account = (account == null) ? System.getenv("CDK_DEFAULT_ACCOUNT") : account; 
        region = (region == null) ? System.getenv("CDK_DEFAULT_REGION") : region; 

        return Environment.builder() 
                .account(account) 
                .region(region) 
                .build(); 
    } 

    public static void main(final String argv[]) { 
        App app = new App(); 
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        Environment envEU = makeEnv(null, null); 
        Environment envUSA = makeEnv(null, null); 
         
        new MyDevStack(app, "first-stack-us", StackProps.builder() 
                .env(envUSA).build()); 
        new MyDevStack(app, "first-stack-eu", StackProps.builder() 
                .env(envEU).build()); 
  
        app.synth(); 
    }
}

C#

System.Environment.GetEnvironmentVariable()環境変数の値を取得するために使用しま
す。

Amazon.CDK.Environment makeEnv(string account=null, string region=null)
{ 
    return new Amazon.CDK.Environment 
    { 
        Account = account ?? 
 System.Environment.GetEnvironmentVariable("CDK_DEFAULT_ACCOUNT"), 
        Region = region ?? 
 System.Environment.GetEnvironmentVariable("CDK_DEFAULT_REGION") 
    };
}

new MyDevStack(app, "dev", new StackProps { Env = makeEnv() });

は、envプロパティをまったく指定しないことと、AWS 
CDKCDK_DEFAULT_ACCOUNTCDK_DEFAULT_REGIONおよびを使用して指定することを区別します。前
者は、スタックが環境に依存しないテンプレートを合成する必要があることを意味します。このようなス
タックで定義されている構成では、環境に関する情報を使用できません。たとえば、AWSアカウントへの
クエリが必要な VPC.FromLookup (Python:from_lookup)if (stack.region === 'us-east-1') の
ようなコードを記述したり、フレームワーク機能を使用したりすることはできません。これらの機能は、
環境を明示的に指定するまでまったく機能しません。使用するには、指定する必要がありますenv。

CDK_DEFAULT_ACCOUNTとを使用して環境を渡すとCDK_DEFAULT_REGION、スタックは合成時にAWS 
CDK CLI によって決定されたアカウントとリージョンにデプロイされます。これにより、環境に依存する
コードが機能するようになりますが、合成されるテンプレートは、合成対象のマシン、ユーザー、または
セッションによって異なる場合があります。この動作は、開発時には許容できる場合もあれば、望ましい
場合もありますが、本番環境での使用ではアンチパターンになる可能性があります。

任意の有効な式を使用して、env好きなように設定できます。たとえば、合成時にアカウントとリージョ
ンをオーバーライドできるように、2 つの追加環境変数をサポートするようにスタックを記述できま
す。CDK_DEPLOY_ACCOUNTCDK_DEPLOY_REGIONここではこれらに名前を付けますが、によって設定さ
れていないため、AWS CDK任意の名前を付けることができます。次のスタックの環境では、代替環境変
数が設定されていればその変数が使用されます。設定されていない場合は、が提供するデフォルト環境に
フォールバックしますAWS CDK。

TypeScript

new MyDevStack(app, 'dev', {  
  env: {  
    account: process.env.CDK_DEPLOY_ACCOUNT || process.env.CDK_DEFAULT_ACCOUNT,  
    region: process.env.CDK_DEPLOY_REGION || process.env.CDK_DEFAULT_REGION  
}});
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JavaScript

new MyDevStack(app, 'dev', {  
  env: {  
    account: process.env.CDK_DEPLOY_ACCOUNT || process.env.CDK_DEFAULT_ACCOUNT,  
    region: process.env.CDK_DEPLOY_REGION || process.env.CDK_DEFAULT_REGION  
}});

Python

MyDevStack(app, "dev", env=cdk.Environment( 
    account=os.environ.get("CDK_DEPLOY_ACCOUNT", os.environ["CDK_DEFAULT_ACCOUNT"]), 
    region=os.environ.get("CDK_DEPLOY_REGION", os.environ["CDK_DEFAULT_REGION"])

Java

public class MyApp { 

    // Helper method to build an environment 
    static Environment makeEnv(String account, String region) { 
        account = (account == null) ? System.getenv("CDK_DEPLOY_ACCOUNT") : account; 
        region = (region == null) ? System.getenv("CDK_DEPLOY_REGION") : region; 
        account = (account == null) ? System.getenv("CDK_DEFAULT_ACCOUNT") : account; 
        region = (region == null) ? System.getenv("CDK_DEFAULT_REGION") : region; 

        return Environment.builder() 
                .account(account) 
                .region(region) 
                .build(); 
    } 

    public static void main(final String argv[]) { 
        App app = new App(); 

        Environment envEU = makeEnv(null, null); 
        Environment envUSA = makeEnv(null, null); 
         
        new MyDevStack(app, "first-stack-us", StackProps.builder() 
                .env(envUSA).build()); 
        new MyDevStack(app, "first-stack-eu", StackProps.builder() 
                .env(envEU).build()); 
  
        app.synth(); 
    }
}

C#

Amazon.CDK.Environment makeEnv(string account=null, string region=null)
{ 
    return new Amazon.CDK.Environment 
    { 
        Account = account ?? 
            System.Environment.GetEnvironmentVariable("CDK_DEPLOY_ACCOUNT") ?? 
            System.Environment.GetEnvironmentVariable("CDK_DEFAULT_ACCOUNT"), 
        Region = region ??  
            System.Environment.GetEnvironmentVariable("CDK_DEPLOY_REGION") ?? 
            System.Environment.GetEnvironmentVariable("CDK_DEFAULT_REGION") 
    };
}
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new MyDevStack(app, "dev", new StackProps { Env = makeEnv() });

スタックの環境をこのように宣言しておけば、次のような短いスクリプトまたはバッチファイルを作成
して、コマンドライン引数から変数を設定し、を呼び出すことができますcdk deploy。最初の 2cdk 
deploy つ以外の引数はすべてに渡され、コマンドラインオプションまたはスタックを指定するのに使用
できます。

macOS/Linux

#!/usr/bin/env bash
if [[ $# -ge 2 ]]; then 
    export CDK_DEPLOY_ACCOUNT=$1 
    export CDK_DEPLOY_REGION=$2 
    shift; shift 
    npx cdk deploy "$@" 
    exit $?
else 
    echo 1>&2 "Provide account and region as first two args." 
    echo 1>&2 "Additional args are passed through to cdk deploy." 
    exit 1
fi

スクリプトを名前を付けて保存しcdk-deploy-to.sh、chmod +x cdk-deploy-to.sh実行可能に
します。

Windows

@findstr /B /V @ %~dpnx0 > %~dpn0.ps1 && powershell -ExecutionPolicy Bypass %~dpn0.ps1 
 %*
@exit /B %ERRORLEVEL%
if ($args.length -ge 2) { 
    $env:CDK_DEPLOY_ACCOUNT, $args = $args 
    $env:CDK_DEPLOY_REGION,  $args = $args 
    npx cdk deploy $args 
    exit $lastExitCode
} else { 
    [console]::error.writeline("Provide account and region as first two args.") 
    [console]::error.writeline("Additional args are passed through to cdk deploy.") 
    exit 1
}

Windows バージョンのスクリプトは、macOS/Linux バージョンと同じ機能を提供します。 
PowerShell また、コマンドラインから簡単に呼び出せるように、バッチファイルとして実行できるよ
うにする手順も含まれています。として保存する必要がありますcdk-deploy-to.bat。このファイ
ルはcdk-deploy-to.ps1、バッチファイルの起動時に作成されます。

次に、「deploy-to」スクリプトを呼び出す追加のスクリプトを作成して、特定の環境（スクリプトごとに
複数の環境でも可）にデプロイできます。

macOS/Linux

#!/usr/bin/env bash
# cdk-deploy-to-test.sh
./cdk-deploy-to.sh 123457689 us-east-1 "$@"

Windows

@echo off
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rem cdk-deploy-to-test.bat
cdk-deploy-to 135792469 us-east-1 %*

複数の環境にデプロイする場合は、デプロイが失敗した後も他の環境へのデプロイを継続するかどうかを
検討してください。次の例では、最初の本番環境が成功しなかった場合、2 番目の本番環境へのデプロイ
を回避します。

macOS/Linux

#!/usr/bin/env bash
# cdk-deploy-to-prod.sh
./cdk-deploy-to.sh 135792468 us-west-1 "$@" || exit
./cdk-deploy-to.sh 246813579 eu-west-1 "$@"

Windows

@echo off
rem cdk-deploy-to-prod.bat
cdk-deploy-to 135792469 us-west-1 %* || exit /B
cdk-deploy-to 245813579 eu-west-1 %*

cdk deployAWS開発者は引き続き通常のコマンドを使用して独自の環境にデプロイして開発できます。

リソース
で説明したようにthe section called “コンストラクト” (p. 87)、には、AWS CDKAWSAWSすべてのリ
ソースを表すコンストラクトと呼ばれるコンストラクトの豊富なクラスライブラリが用意されています。

対応する構成を使用してリソースのインスタンスを作成するには、最初の引数としてスコープ、構成の論
理 ID、および構成プロパティ (prop) のセットを渡します。たとえば、構築ライブラリの SQS.QueueAWS 
KMS コンストラクトを使用して暗号化された Amazon SQS キューを作成する方法は次のとおりで
す。AWS

TypeScript

import * as sqs from '@aws-cdk/aws-sqs'; 
             
new sqs.Queue(this, 'MyQueue', { 
    encryption: sqs.QueueEncryption.KMS_MANAGED
});

JavaScript

const sqs = require('@aws-cdk/aws-sqs'); 
             
new sqs.Queue(this, 'MyQueue', { 
    encryption: sqs.QueueEncryption.KMS_MANAGED
});

Python

import aws_cdk.aws_sqs as sqs 
       
sqs.Queue(self, "MyQueue", encryption=sqs.QueueEncryption.KMS_MANAGED)
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Java

import software.amazon.awscdk.services.sqs.*;

Queue.Builder.create(this, "MyQueue").encryption( 
        QueueEncryption.KMS_MANAGED).build();

C#

using Amazon.CDK.AWS.SQS;

new Queue(this, "MyQueue", new QueueProps
{ 
    Encryption = QueueEncryption.KMS_MANAGED
});

一部の構成プロップはオプションで、多くの場合デフォルト値があります。場合によっては、すべてのプ
ロパティがオプションであり、最後の引数は完全に省略できます。

リソース属性
AWSConstruct Library のほとんどのリソースは属性を公開しますが、その属性はデプロイ時にによって
解決されますAWS CloudFormation。属性は、タイプ名をプレフィックスとするリソースクラスのプロパ
ティの形式で公開されます。次の例は、queueUrl (Python:queue_url) プロパティを使用して Amazon 
SQS キューの URL を取得する方法を示しています。

TypeScript

import * as sqs from '@aws-cdk/aws-sqs'; 
       
const queue = new sqs.Queue(this, 'MyQueue');
const url = queue.queueUrl; // => A string representing a deploy-time value

JavaScript

const sqs = require('@aws-cdk/aws-sqs'); 
       
const queue = new sqs.Queue(this, 'MyQueue');
const url = queue.queueUrl; // => A string representing a deploy-time value

Python

import aws_cdk.aws_sqs as sqs

queue = sqs.Queue(self, "MyQueue")
url = queue.queue_url # => A string representing a deploy-time value

Java

Queue queue = new Queue(this, "MyQueue");
String url = queue.getQueueUrl();    // => A string representing a deploy-time value

C#

var queue = new Queue(this, "MyQueue");
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var url = queue.QueueUrl; // => A string representing a deploy-time value

AWS CDKがデプロイ時の属性を文字列としてエンコードする方法については、を参照してくださいthe 
section called “トークン” (p. 145)。

参照リソース
AWS CDK多くのクラスには、AWS CDKリソースオブジェクト (リソース) であるプロパティが必要で
す。たとえば、Amazon ECS リソースには、そのリソースが実行されているクラスターへの参照が必要
です。Amazon CloudFront ディストリビューションには、ソースコードを含むバケットへの参照が必要で
す。これらの要件を満たすには、次の 2 つの方法があります。

• CDK アプリで定義されているリソースを、同じスタックでも別のスタックでも渡すことで
• リソースの一意の識別子 (ARN など) から作成された、AWSアカウントで定義されているリソースを参

照するプロキシオブジェクトを渡すことで

AWS構成プロパティが別の構成を表す場合、その型はその構成のインタフェースタイプの型になりま
す。たとえば、Amazon ECS サービスはタイプのプロパティを受け取り、clusterecs.ICluster
CloudFront ディストリビューションはタイプのプロパティsourceBucket (Python:source_bucket) を
取りますs3.IBucket。

AWS CDK同じアプリで定義されている適切なタイプのリソースオブジェクトを直接渡すことができま
す。次の例では、Amazon ECS クラスターを定義し、それを使用して Amazon ECS サービスを定義しま
す。

TypeScript

const cluster = new ecs.Cluster(this, 'Cluster', { /*...*/ });

const service = new ecs.Ec2Service(this, 'Service', { cluster: cluster });

JavaScript

const cluster = new ecs.Cluster(this, 'Cluster', { /*...*/ });

const service = new ecs.Ec2Service(this, 'Service', { cluster: cluster });

Python

cluster = ecs.Cluster(self, "Cluster")

service = ecs.Ec2Service(self, "Service", cluster=cluster)

Java

Cluster cluster = new Cluster(this, "Cluster");
Ec2Service service = new Ec2Service(this, "Service", 
        new Ec2ServiceProps.Builder().cluster(cluster).build());

C#

var cluster = new Cluster(this, "Cluster");
var service = new Ec2Service(this, "Service", new Ec2ServiceProps { Cluster = 
 cluster });
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別のスタックのリソースを参照する
同じアプリケーションで定義され、AWS同じアカウントとリージョンにある限り、別のスタックのリソー
スを参照できます。一般的に次のパターンが使用されます。

• 構成への参照を、リソースを生成するスタックの属性として保存します。(現在の構成のスタックへの参
照を取得するには、を使用してくださいStack.of(this)。)

• この参照を、リソースをパラメーターまたはプロパティとして消費するスタックのコンストラクターに
渡します。次に、それを消費スタックは、それを必要とするすべての構成にプロパティとして渡しま
す。

次の例では、スタックを定義しますstack1。このスタックは Amazon S3 バケットを定義し、バケット構
造への参照をスタックの属性として保存します。次に、アプリは 2 つ目のスタックを定義します。このス
タックはstack2、インスタンス化時にバケットを受け入れます。 stack2たとえば、AWS Glueデータス
トレージにバケットを使用するテーブルを定義できます。

TypeScript

const prod = { account: '123456789012', region: 'us-east-1' };

const stack1 = new StackThatProvidesABucket(app, 'Stack1', { env: prod });

// stack2 will take a property { bucket: IBucket }
const stack2 = new StackThatExpectsABucket(app, 'Stack2', { 
  bucket: stack1.bucket,  
  env: prod
});

JavaScript

const prod = { account: '123456789012', region: 'us-east-1' };

const stack1 = new StackThatProvidesABucket(app, 'Stack1', { env: prod });

// stack2 will take a property { bucket: IBucket }
const stack2 = new StackThatExpectsABucket(app, 'Stack2', { 
  bucket: stack1.bucket,  
  env: prod
});

Python

prod = core.Environment(account="123456789012", region="us-east-1")

stack1 = StackThatProvidesABucket(app, "Stack1", env=prod)

# stack2 will take a property "bucket"
stack2 = StackThatExpectsABucket(app, "Stack2", bucket=stack1.bucket, env=prod)

Java

// Helper method to build an environment
static Environment makeEnv(String account, String region) { 
    return Environment.builder().account(account).region(region) 
            .build();
}
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App app = new App();

Environment prod = makeEnv("123456789012", "us-east-1");

StackThatProvidesABucket stack1 = new StackThatProvidesABucket(app, "Stack1", 
        StackProps.builder().env(prod).build());

// stack2 will take an argument "bucket"
StackThatExpectsABucket stack2 = new StackThatExpectsABucket(app, "Stack,", 
        StackProps.builder().env(prod).build(), stack1.bucket);

C#

Amazon.CDK.Environment makeEnv(string account, string region)
{ 
    return new Amazon.CDK.Environment { Account = account, Region = region };
}

var prod = makeEnv(account: "123456789012", region: "us-east-1");

var stack1 = new StackThatProvidesABucket(app, "Stack1", new StackProps { Env = 
 prod });

// stack2 will take a property "bucket"
var stack2 = new StackThatExpectsABucket(app, "Stack2", new StackProps { Env = prod, 
    bucket = stack1.Bucket});

は、リソースが同じアカウントとリージョンにあるが、AWS CDKスタックが異なると判断した場
合、AWS CloudFormation生成スタックのエクスポートと消費スタックの Fn::ImportValue を自動的に統合
して、その情報をあるスタックから別のスタックに転送します。

依存関係のデッドロックの解決
あるスタックのリソースを別のスタックで参照すると、2 つのスタック間に依存関係が生じます。これに
より、正しい順序でデプロイされていることを確認できます。スタックがデプロイされると、この依存関
係は明確になります。その後、使用中のスタックから共有リソースの使用を削除すると、予期しないデプ
ロイが失敗する可能性があります。これは、2 つのスタックの間に別の依存関係があり、それらを同じ順
序でデプロイする必要がある場合に発生します。また、CDK Toolkit が生成スタックを最初にデプロイする
ように選択しただけであれば、依存関係がない場合もあります。AWS CloudFormationエクスポートは不
要になったため生成スタックから削除されますが、エクスポートされたリソースは更新がまだデプロイさ
れていないため、使用スタックではまだ使用されています。そのため、プロデューサースタックのデプロ
イは失敗します。

このデッドロックを解消するには、使用しているスタックから共有リソースの使用を削除してください。
(これにより、生成スタックから自動エクスポートが削除されます)。次に、自動生成されたエクスポート
とまったく同じ論理 ID を使用して、同じエクスポートを生成スタックに手動で追加します。消費スタック
の共有リソースの使用を削除し、両方のスタックをデプロイします。次に、手動エクスポート (および不
要になった場合は共有リソース) を削除し、両方のスタックを再デプロイします。exportValue()スタッ
クのメソッドは、この目的で手動エクスポートを作成する場合に便利な方法です。(リンク先のメソッドリ
ファレンスの例を参照してください。)

AWSアカウント内のリソースの参照
AWSAWS CDKアカウントですでに使用可能なリソースをアプリで使用したいとします。これは、コン
ソール、AWS SDK、直接AWS CloudFormation、AWS CDKまたは別のアプリケーションで定義されたリ
ソースである可能性があります。リソースの ARN (または別の識別属性または属性のグループ) をプロキシ
オブジェクトに変換できます。プロキシオブジェクトは、リソースのクラスで静的ファクトリメソッドを
呼び出すことにより、リソースへの参照として機能します。
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このようなプロキシを作成しても、AWS CDK外部リソースはアプリの一部にはなりません。したがっ
て、AWS CDKアプリ内のプロキシを変更しても、デプロイされたリソースには影響しません。ただし、
プロキシは、AWS CDKそのタイプのリソースを必要とする任意のメソッドに渡すことができます。

次の例は、ARN: aws: s3::: を使用して既存のバケットに基づいてバケットを参照する方法と、特定の ID 
を持つ既存の VPC に基づく Amazon Virtual Private Cloud を参照する方法を示しています。my-bucket-
name

TypeScript

// Construct a proxy for a bucket by its name (must be same account)
s3.Bucket.fromBucketName(this, 'MyBucket', 'my-bucket-name');

// Construct a proxy for a bucket by its full ARN (can be another account)
s3.Bucket.fromBucketArn(this, 'MyBucket', 'arn:aws:s3:::my-bucket-name');

// Construct a proxy for an existing VPC from its attribute(s)
ec2.Vpc.fromVpcAttributes(this, 'MyVpc', { 
  vpcId: 'vpc-1234567890abcde',
});

JavaScript

// Construct a proxy for a bucket by its name (must be same account)
s3.Bucket.fromBucketName(this, 'MyBucket', 'my-bucket-name');

// Construct a proxy for a bucket by its full ARN (can be another account)
s3.Bucket.fromBucketArn(this, 'MyBucket', 'arn:aws:s3:::my-bucket-name');

// Construct a proxy for an existing VPC from its attribute(s)
ec2.Vpc.fromVpcAttributes(this, 'MyVpc', { 
  vpcId: 'vpc-1234567890abcde'
});

Python

# Construct a proxy for a bucket by its name (must be same account)
s3.Bucket.from_bucket_name(self, "MyBucket", "my-bucket-name")

# Construct a proxy for a bucket by its full ARN (can be another account)
s3.Bucket.from_bucket_arn(self, "MyBucket", "arn:aws:s3:::my-bucket-name")

# Construct a proxy for an existing VPC from its attribute(s)
ec2.Vpc.from_vpc_attributes(self, "MyVpc", vpc_id="vpc-1234567890abcdef")

Java

// Construct a proxy for a bucket by its name (must be same account)
Bucket.fromBucketName(this, "MyBucket", "my-bucket-name");

// Construct a proxy for a bucket by its full ARN (can be another account)
Bucket.fromBucketArn(this, "MyBucket", 
        "arn:aws:s3:::my-bucket-name");

// Construct a proxy for an existing VPC from its attribute(s)
Vpc.fromVpcAttributes(this, "MyVpc", VpcAttributes.builder() 
        .vpcId("vpc-1234567890abcdef").build());

C#

// Construct a proxy for a bucket by its name (must be same account)
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Bucket.FromBucketName(this, "MyBucket", "my-bucket-name");

// Construct a proxy for a bucket by its full ARN (can be another account)
Bucket.FromBucketArn(this, "MyBucket", "arn:aws:s3:::my-bucket-name");

// Construct a proxy for an existing VPC from its attribute(s)
Vpc.FromVpcAttributes(this, "MyVpc", new VpcAttributes
{  
    VpcId = "vpc-1234567890abcdef"  
});

Vpc.fromLookup()この方法を詳しく見ていきます。ec2.Vpc構成は複雑なので、CDK アプリで使用
する VPC を選択する方法はたくさんあります。これに対処するため、VPCfromLookup コンストラクト
には静的メソッド (Python:from_lookup) があり、AWS合成時にアカウントにクエリを実行して目的の 
Amazon VPC を検索できます。

使用するにはVpc.fromLookup()、スタックを合成するシステムが Amazon VPC を所有するアカウント
にアクセスできる必要があります。これは、CDK ツールキットが合成時にアカウントにクエリを実行して
適切な Amazon VPC を見つけるためです。

さらに、Vpc.fromLookup()明示的なアカウントとリージョンで定義されたスタックでのみ機能しま
す (を参照the section called “環境” (p. 114))。が環境に依存しないスタックから (p. 113) Amazon 
VPCAWS CDK を検索しようとしても、CDK Toolkit は VPC を見つけるためにどの環境をクエリすればよ
いかを判断できません。

AWSアカウント内の VPCVpc.fromLookup() を一意に識別するのに十分な属性を指定する必要がありま
す。たとえば、デフォルト VPC は 1 つしか設定できないため、VPC をデフォルトとして指定すれば十分
です。

TypeScript

ec2.Vpc.fromLookup(this, 'DefaultVpc', {  
  isDefault: true  
});

JavaScript

ec2.Vpc.fromLookup(this, 'DefaultVpc', {  
  isDefault: true  
});

Python

ec2.Vpc.from_lookup(self, "DefaultVpc", is_default=True)

Java

Vpc.fromLookup(this, "DefaultVpc", VpcLookupOptions.builder() 
        .isDefault(true).build());

C#

Vpc.FromLookup(this, id = "DefaultVpc", new VpcLookupOptions { IsDefault = true });

tagsプロパティを使用して VPC をタグでクエリすることもできます。Amazon VPC の作成時に、AWS 
CloudFormationまたはを使用してタグを追加できますAWS CDK。タグは、、AWS Management 
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Console、またはAWS SDK を使用して作成後いつでも編集できます。AWS CLIは、自分で追加したタグ
に加えて、作成するすべての VPCAWS CDK に次のタグを自動的に追加します。

• 名前 — VPC の名前。
• aws-cdk: サブネット名 — サブネットの名前。
• aws-cdk: サブネットタイプ — サブネットのタイプ: パブリック、プライベート、または独立。

TypeScript

ec2.Vpc.fromLookup(this, 'PublicVpc',  
    {tags: {'aws-cdk:subnet-type': "Public"}});

JavaScript

ec2.Vpc.fromLookup(this, 'PublicVpc',  
    {tags: {'aws-cdk:subnet-type': "Public"}});

Python

ec2.Vpc.from_lookup(self, "PublicVpc",  
    tags={"aws-cdk:subnet-type": "Public"})

Java

Vpc.fromLookup(this, "PublicVpc", VpcLookupOptions.builder() 
        .tags(java.util.Map.of("aws-cdk:subnet-type", "Public"))  // Java 9 or later 
        .build());

C#

Vpc.FromLookup(this, id = "PublicVpc", new VpcLookupOptions  
     { Tags = new Dictionary<string, string> { ["aws-cdk:subnet-type"] = "Public" });

Vpc.fromLookup()cdk.context.jsonの結果はプロジェクトのファイルにキャッシュされます。
(「the section called “Context” (p. 185)」を参照してください。) このファイルをバージョン管理にコミッ
トして、アプリケーションが引き続き同じ Amazon VPC を参照するようにします。これは、後で VPC の
属性を変更して別の VPC が選択されるような場合でも機能します。これは、CDK Pipelines (p. 281) な
どの VPCAWS を定義するアカウントにアクセスできない環境にスタックをデプロイする場合に特に重要
です。

外部リソースは、AWS CDKアプリで定義されている同様のリソースを使用する場所であればど
こでも使用できますが、変更することはできません。たとえば、外部でaddToResourcePolicy
(Python:add_to_resource_policy)s3.Bucket を呼び出しても何も起こりません。

[Physical name
AWS CloudFormationのリソースの論理名は、AWS Management Consoleによってデプロイされた後に表
示されるリソースの名前とは異なりますAWS CloudFormation。は、AWS CDKこれらの最終的な名前を物
理名と呼んでいます。

AWS CloudFormationたとえば、前の例の論理 ID Stack2MyBucket 4DD88B4F で Amazon S3 バケットを
作成し、物理名は stack2mybucket4dd88b4f-iuv1rbv9z3to とします。

リソースを表す構成を作成するときに、プロパティ Name <resourceType>を使用して物理名を指定できま
す。次の例では、物理的な名前を持つ Amazon S3 バケットを作成しますmy-bucket-name。
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TypeScript

const bucket = new s3.Bucket(this, 'MyBucket', { 
  bucketName: 'my-bucket-name',
});

JavaScript

const bucket = new s3.Bucket(this, 'MyBucket', { 
  bucketName: 'my-bucket-name'
});

Python

bucket = s3.Bucket(self, "MyBucket", bucket_name="my-bucket-name")

Java

Bucket bucket = Bucket.Builder.create(this, "MyBucket") 
        .bucketName("my-bucket-name").build();

C#

var bucket = new Bucket(this, "MyBucket", new BucketProps { BucketName = "my-bucket-
name" });

リソースに物理名を割り当てることには、いくつかの欠点がありますAWS CloudFormation。最も重要な
のは、リソースに物理名が割り当てられていると、作成後に変更できないリソースのプロパティの変更
など、リソースの交換が必要なデプロイ済みリソースへの変更が失敗することです。最終的にその状態に
なった場合、AWS CloudFormationAWS CDK唯一の解決策はスタックを削除してからアプリケーションを
再デプロイすることです。詳細については、AWS CloudFormationドキュメントを参照してください。

AWS CDK環境間の参照を含むアプリを作成するときなど、AWS CDKが正しく機能するた
めには物理名が必要な場合があります。そのような場合は、わざわざ自分で物理的な名前
を思いつきたくない場合は、AWS CDKその名前を付けることができます。これを行うに
は、PhysicalName.GENERATE_IF_NEEDED以下のように特別な値を使用します。

TypeScript

const bucket = new s3.Bucket(this, 'MyBucket', { 
  bucketName: core.PhysicalName.GENERATE_IF_NEEDED,
});

JavaScript

const bucket = new s3.Bucket(this, 'MyBucket', { 
  bucketName: core.PhysicalName.GENERATE_IF_NEEDED
});

Python

bucket = s3.Bucket(self, "MyBucket", 
                         bucket_name=core.PhysicalName.GENERATE_IF_NEEDED)
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Java

Bucket bucket = Bucket.Builder.create(this, "MyBucket") 
        .bucketName(PhysicalName.GENERATE_IF_NEEDED).build();

C#

var bucket = new Bucket(this, "MyBucket", new BucketProps  
    { BucketName = PhysicalName.GENERATE_IF_NEEDED });

一意の識別子を渡す
前のセクションで説明したように、可能な限り、リソースを参照渡してください。ただし、リソースをそ
の属性の 1 つで参照する以外に選択肢がない場合もあります。ユースケースの例には以下が含まれます。

• AWS CloudFormation低レベルのリソースを使用している場合
• 環境変数を使用して Lambda 関数を参照する場合など、AWS CDKアプリケーションの実行時コンポー

ネントにリソースを公開する必要がある場合

これらの識別子は、次のようなリソースの属性として使用できます。

TypeScript

bucket.bucketName
lambdaFunc.functionArn
securityGroup.groupArn

JavaScript

bucket.bucketName
lambdaFunc.functionArn
securityGroup.groupArn

Python

bucket.bucket_name
lambda_func.function_arn
security_group_arn

Java

JavaAWS CDK バインディングでは、属性に getter メソッドを使用します。

bucket.getBucketName()
lambdaFunc.getFunctionArn()
securityGroup.getGroupArn()

C#

bucket.BucketName
lambdaFunc.FunctionArn
securityGroup.GroupArn

次の例は、AWS Lambda生成されたバケット名を関数に渡す方法を示しています。
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TypeScript

const bucket = new s3.Bucket(this, 'Bucket');

new lambda.Function(this, 'MyLambda', { 
  // ... 
  environment: { 
    BUCKET_NAME: bucket.bucketName, 
  },
});

JavaScript

const bucket = new s3.Bucket(this, 'Bucket');

new lambda.Function(this, 'MyLambda', { 
  // ... 
  environment: { 
    BUCKET_NAME: bucket.bucketName 
  }
});

Python

bucket = s3.Bucket(self, "Bucket") 
       
lambda.Function(self, "MyLambda", environment=dict(BUCKET_NAME=bucket.bucket_name))

Java

final Bucket bucket = new Bucket(this, "Bucket");

Function.Builder.create(this, "MyLambda") 
        .environment(java.util.Map.of(    // Java 9 or later 
                "BUCKET_NAME", bucket.getBucketName())) 
        .build();

C#

var bucket = new Bucket(this, "Bucket");

new Function(this, "MyLambda", new FunctionProps
{ 
    Environment = new Dictionary<string, string> 
    { 
        ["BUCKET_NAME"] = bucket.BucketName 
    }
});

アクセス許可の付与
AWSコンストラクトは、権限要件を表現するためのシンプルなインテントベースの API を提供すること
で、最小権限の権限を実現できるようにします。AWS多くのコンストラクトには、IAM 権限ステートメン
トを手動で作成しなくても、リソースを操作する権限をエンティティ (IAM ロールやユーザーなど) に付与
できる付与方法が用意されています。

次の例では、Lambda 関数の実行ロールが特定の Amazon S3 バケットに対してオブジェクトを読み書き
できるようにするアクセス権限を作成します。Amazon S3AWS KMS バケットがキーで暗号化されている
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場合、このメソッドはキーを使用して復号化するアクセス権限を Lambda 関数の実行ロールにも付与しま
す。

TypeScript

if (bucket.grantReadWrite(func).success) { 
  // ...
}

JavaScript

if ( bucket.grantReadWrite(func).success) { 
  // ...
}

Python

if bucket.grant_read_write(func).success: 
    # ...

Java

if (bucket.grantReadWrite(func).getSuccess()) { 
    // ...
}

C#

if (bucket.GrantReadWrite(func).Success)
{  
    // ...
}

iam.Grantグラントメソッドはオブジェクトを返します。successGrantオブジェクトの属性を使用し
て、権限が効果的に適用されたかどうかを判断します (たとえば、外部リソースには適用されていない可
能性があります (p. 123))。GrantオブジェクトのassertSuccess (Python:assert_success) メソッ
ドを使用して、権限が正常に適用されたことを強制することもできます。

特定のユースケースで特定の付与方法が使用できない場合は、汎用的な付与方法を使用して、指定された
アクションリストを使用して新しい権限を定義できます。

次の例は、Lambda 関数に Amazon DynamoDBCreateBackup アクションへのアクセスを許可する方法
を示しています。

TypeScript

table.grant(func, 'dynamodb:CreateBackup');

JavaScript

table.grant(func, 'dynamodb:CreateBackup');

Python

table.grant(func, "dynamodb:CreateBackup")
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Java

table.grant(func, "dynamodb:CreateBackup");

C#

table.Grant(func, "dynamodb:CreateBackup");

Lambda 関数などの多くのリソースでは、コードを実行するときにロールを引き受ける必要があります。
構成プロパティを使用すると、を指定できますiam.IRole。ロールが指定されていない場合、関数はこの
用途専用のロールを自動的に作成します。その後、リソースの付与メソッドを使用してロールにステート
メントを追加できます。

グラントメソッドは、IAM ポリシーを処理するための下位レベルの API を使用して構築されていま
す。PolicyDocumentポリシーはオブジェクトとしてモデル化されます。addToRolePolicyメソッド 
(Python:) を使用してロール (またはコンストラクトにアタッチされたロールadd_to_role_policy) 
にステートメントを直接追加するか、(Python:)Bucket メソッドを使用してリソースのポリ
シーaddToResourcePolicy (ポリシーなどadd_to_resource_policy) にステートメントを追加しま
す。

メトリクスおよびアラーム
多くのリソースでは、 CloudWatch モニタリングダッシュボードとアラームの設定に使用できるメトリク
スが出力されます。 AWSコンストラクトには、使用する正しい名前を調べなくてもメトリックにアクセス
できるメトリックメソッドがあります。

次の例は、Amazon SQS キューのApproximateNumberOfMessagesNotVisible

TypeScript

import * as cw from '@aws-cdk/aws-cloudwatch';
import * as sqs from '@aws-cdk/aws-sqs';
import { Duration } from '@aws-cdk/core';

const queue = new sqs.Queue(this, 'MyQueue');

const metric = queue.metricApproximateNumberOfMessagesNotVisible({ 
  label: 'Messages Visible (Approx)', 
  period: Duration.minutes(5), 
  // ...
});
metric.createAlarm(this, 'TooManyMessagesAlarm', { 
  comparisonOperator: cw.ComparisonOperator.GREATER_THAN_THRESHOLD, 
  threshold: 100, 
  // ...
});

JavaScript

const cw = require('@aws-cdk/aws-cloudwatch');
const sqs = require('@aws-cdk/aws-sqs');
const { Duration } = require('@aws-cdk/core');

const queue = new sqs.Queue(this, 'MyQueue');

const metric = queue.metricApproximateNumberOfMessagesNotVisible({ 
  label: 'Messages Visible (Approx)', 
  period: Duration.minutes(5) 
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  // ...
});
metric.createAlarm(this, 'TooManyMessagesAlarm', { 
  comparisonOperator: cw.ComparisonOperator.GREATER_THAN_THRESHOLD, 
  threshold: 100 
  // ...
});

Python

import aws_cdk.aws_cloudwatch as cw
import aws_cdk.aws_sqs as sqs
from aws_cdk.core import Duration

queue = sqs.Queue(self, "MyQueue")
metric = queue.metric_approximate_number_of_messages_not_visible( 
    label="Messages Visible (Approx)", 
    period=Duration.minutes(5), 
    # ...
)
metric.create_alarm(self, "TooManyMessagesAlarm", 
    comparison_operator=cw.ComparisonOperator.GREATER_THAN_THRESHOLD, 
    threshold=100, 
    # ...
)

Java

import software.amazon.awscdk.core.Duration;
import software.amazon.awscdk.services.sqs.Queue;
import software.amazon.awscdk.services.cloudwatch.Metric;
import software.amazon.awscdk.services.cloudwatch.MetricOptions;
import software.amazon.awscdk.services.cloudwatch.CreateAlarmOptions;
import software.amazon.awscdk.services.cloudwatch.ComparisonOperator;

Queue queue = new Queue(this, "MyQueue");

Metric metric = queue 
        .metricApproximateNumberOfMessagesNotVisible(MetricOptions.builder() 
                .label("Messages Visible (Approx)") 
                .period(Duration.minutes(5)).build());

metric.createAlarm(this, "TooManyMessagesAlarm", CreateAlarmOptions.builder() 
                .comparisonOperator(ComparisonOperator.GREATER_THAN_THRESHOLD) 
                .threshold(100) 
                // ... 
                .build());

C#

using cdk = Amazon.CDK;
using cw = Amazon.CDK.AWS.CloudWatch;
using sqs = Amazon.CDK.AWS.SQS;

var queue = new sqs.Queue(this, "MyQueue");
var metric = queue.MetricApproximateNumberOfMessagesNotVisible(new cw.MetricOptions
{ 
    Label = "Messages Visible (Approx)", 
    Period = cdk.Duration.Minutes(5), 
    // ...
});
metric.CreateAlarm(this, "TooManyMessagesAlarm", new cw.CreateAlarmOptions
{ 
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    ComparisonOperator = cw.ComparisonOperator.GREATER_THAN_THRESHOLD, 
    Threshold = 100, 
    // ..
});

特定のメトリックのメソッドがない場合は、一般的なメトリックメソッドを使用してメトリック名を手動
で指定できます。

CloudWatch 指標をダッシュボードに追加することもできます。「CloudWatch」を参照してください。

ネットワークトラフィック
多くの場合、コンピューティングインフラストラクチャがパーシスタンスレイヤーにアクセスする必要が
ある場合など、アプリケーションを機能させるにはネットワーク上で権限を有効にする必要があります。
接続を確立またはリッスンするリソースは、セキュリティグループのルールやネットワーク ACL の設定な
ど、トラフィックフローを可能にするメソッドを公開します。

iConnectable リソースには、connectionsネットワークトラフィックルール設定のゲートウェイとなる
プロパティがあります。

allowメソッドを使用して、特定のネットワークパスにデータを送信できるようにします。次の例では、
ウェブへの HTTPS 接続と Amazon EC2 Auto Scaling グループからの受信接続を有効にしますfleet2。

TypeScript

import * as asg from '@aws-cdk/aws-autoscaling';
import * as ec2 from '@aws-cdk/aws-ec2';

const fleet1: asg.AutoScalingGroup = asg.AutoScalingGroup(/*...*/);

// Allow surfing the (secure) web
fleet1.connections.allowTo(new ec2.Peer.anyIpv4(), new ec2.Port({ fromPort: 443, 
 toPort: 443 }));

const fleet2: asg.AutoScalingGroup = asg.AutoScalingGroup(/*...*/);
fleet1.connections.allowFrom(fleet2, ec2.Port.AllTraffic());

JavaScript

const asg = require('@aws-cdk/aws-autoscaling');
const ec2 = require('@aws-cdk/aws-ec2');

const fleet1 = asg.AutoScalingGroup();

// Allow surfing the (secure) web
fleet1.connections.allowTo(new ec2.Peer.anyIpv4(), new ec2.Port({ fromPort: 443, 
 toPort: 443 }));

const fleet2 = asg.AutoScalingGroup();
fleet1.connections.allowFrom(fleet2, ec2.Port.AllTraffic());

Python

import aws_cdk.aws_autoscaling as asg
import aws_cdk.aws_ec2 as ec2

fleet1 = asg.AutoScalingGroup( ... )

# Allow surfing the (secure) web
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fleet1.connections.allow_to(ec2.Peer.any_ipv4(),  
  ec2.Port(PortProps(from_port=443, to_port=443)))

fleet2 = asg.AutoScalingGroup( ... )
fleet1.connections.allow_from(fleet2, ec2.Port.all_traffic())

Java

import software.amazon.awscdk.services.autoscaling.AutoScalingGroup;
import software.amazon.awscdk.services.ec2.Peer;
import software.amazon.awscdk.services.ec2.Port;

AutoScalingGroup fleet1 = AutoScalingGroup.Builder.create(this, "MyFleet") 
        /* ... */.build();

// Allow surfing the (secure) Web
fleet1.getConnections().allowTo(Peer.anyIpv4(), 
        Port.Builder.create().fromPort(443).toPort(443).build());

AutoScalingGroup fleet2 = AutoScalingGroup.Builder.create(this, "MyFleet2") 
        /* ... */.build();
fleet1.getConnections().allowFrom(fleet2, Port.allTraffic());

C#

using cdk = Amazon.CDK;
using asg = Amazon.CDK.AWS.AutoScaling;
using ec2 = Amazon.CDK.AWS.EC2;

// Allow surfing the (secure) Web
var fleet1 = new asg.AutoScalingGroup(this, "MyFleet", new asg.AutoScalingGroupProps 
 { /* ... */ });
fleet1.Connections.AllowTo(ec2.Peer.AnyIpv4(), new ec2.Port(new ec2.PortProps  
  { FromPort = 443, ToPort = 443 });

var fleet2 = new asg.AutoScalingGroup(this, "MyFleet2", new asg.AutoScalingGroupProps 
 { /* ... */ });
fleet1.Connections.AllowFrom(fleet2, ec2.Port.AllTraffic());

特定のリソースには、関連するデフォルトポートがあります。例としては、パブリックポート上のロード
バランサーのリスナーや、データベースエンジンが Amazon RDS データベースのインスタンスへの接続を
受け入れるポートなどがあります。このような場合は、ポートを手動で指定しなくても、ネットワークを
厳密に制御できます。そのためには、allowDefaultPortFromallowToDefaultPortおよびメソッド 
(Python:allow_default_port_from,allow_to_default_port) を使用してください。

次の例は、任意の IPV4 アドレスからの接続と Auto Scaling グループからの接続を有効にしてデータベー
スにアクセスする方法を示しています。

TypeScript

listener.connections.allowDefaultPortFromAnyIpv4('Allow public access');

fleet.connections.allowToDefaultPort(rdsDatabase, 'Fleet can access database');

JavaScript

listener.connections.allowDefaultPortFromAnyIpv4('Allow public access');

fleet.connections.allowToDefaultPort(rdsDatabase, 'Fleet can access database');
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Python

listener.connections.allow_default_port_from_any_ipv4("Allow public access")

fleet.connections.allow_to_default_port(rds_database, "Fleet can access database")

Java

listener.getConnections().allowDefaultPortFromAnyIpv4("Allow public access");

fleet.getConnections().AllowToDefaultPort(rdsDatabase, "Fleet can access database");

C#

listener.Connections.AllowDefaultPortFromAnyIpv4("Allow public access");

fleet.Connections.AllowToDefaultPort(rdsDatabase, "Fleet can access database");

イベントハンドリング
一部のリソースはイベントソースとして機能します。addEventNotificationメソッド 
(Python:add_event_notification) を使用して、リソースから発生する特定のイベントタイプにイベン
トターゲットを登録します。これに加えて、addXxxNotificationメソッドには一般的なイベントタイ
プのハンドラーを簡単に登録する方法があります。

次の例は、Amazon S3 バケットにオブジェクトが追加されたときに Lambda 関数をトリガーする方法を
示しています。

TypeScript

import * as s3nots from '@aws-cdk/aws-s3-notifications';

const handler = new lambda.Function(this, 'Handler', { /*…*/ });
const bucket = new s3.Bucket(this, 'Bucket');
bucket.addObjectCreatedNotification(new s3nots.LambdaDestination(handler));

JavaScript

const s3nots = require('@aws-cdk/aws-s3-notifications');

const handler = new lambda.Function(this, 'Handler', { /*…*/ });
const bucket = new s3.Bucket(this, 'Bucket');
bucket.addObjectCreatedNotification(new s3nots.LambdaDestination(handler));

Python

import aws_cdk.aws_s3_notifications as s3_nots

handler = lambda_.Function(self, "Handler", ...)
bucket = s3.Bucket(self, "Bucket")
bucket.add_object_created_notification(s3_nots.LambdaDestination(handler))

Java

import software.amazon.awscdk.services.s3.Bucket;
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import software.amazon.awscdk.services.lambda.Function;
import software.amazon.awscdk.services.s3.notifications.LambdaDestination;

Function handler = Function.Builder.create(this, "Handler")/* ... */.build();
Bucket bucket = new Bucket(this, "Bucket");
bucket.addObjectCreatedNotification(new LambdaDestination(handler));

C#

using lambda = Amazon.CDK.AWS.Lambda;
using s3 = Amazon.CDK.AWS.S3;
using s3Nots = Amazon.CDK.AWS.S3.Notifications;

var handler = new lambda.Function(this, "Handler", new lambda.FunctionProps { .. });
var bucket = new s3.Bucket(this, "Bucket");
bucket.AddObjectCreatedNotification(new s3Nots.LambdaDestination(handler));

削除ポリシー
データベース、Amazon S3 バケット、Amazon ECR レジストリなどの永続データを維持するリソー
スには削除ポリシーがあります。削除ポリシーは、AWS CDK永続オブジェクトを含むスタックが
破棄されたときに永続オブジェクトを削除するかどうかを示します。削除ポリシーを指定する値
は、RemovalPolicyAWS CDKcoreモジュール内の列挙から取得できます。

Note

データを永続的に保存するリソース以外のリソースにも、removalPolicy別の目的で使用され
るリソースがある場合があります。たとえば、Lambda 関数バージョンでは、removalPolicy属
性を使用して、新しいバージョンがデプロイされたときに特定のバージョンが保持されるかどう
かを判断します。Amazon S3 バケットまたは DynamoDB テーブルの削除ポリシーと比較して、
意味やデフォルトが異なります。

値 意味

RemovalPolicy. ## Keep the contents of the resource when destroying 
the stack (default). The resource is orphaned from 
the stack and must be deleted manually. If you 
attempt to re-deploy the stack while the resource 
still exists, you will receive an error message due to 
a name conflict.

RemovalPolicy. ## The resource will be destroyed along with the 
stack.

AWS CloudFormation削除ポリシーがに設定されていても、ファイルを含む Amazon S3 バケットは削除さ
れませんDESTROY。それらの操作を試みると、AWS CloudFormationエラーが発生します。AWS CDKバ
ケットを破棄する前にバケットからすべてのファイルを削除するには、autoDeleteObjectsバケットの
プロパティをに設定しますtrue。

以下は、RemovalPolicyautoDeleteOjbectsを使用してに設定された Amazon S3 バケットを作成す
る例ですtrue。DESTROY

TypeScript

import * as cdk from '@aws-cdk/core';

Version 2
138



AWS Cloud Development Kit (AWS 
CDK) v2 デベロッパーガイド

削除ポリシー

import * as s3 from '@aws-cdk/aws-s3'; 
   
export class CdkTestStack extends cdk.Stack { 
  constructor(scope: cdk.Construct, id: string, props?: cdk.StackProps) { 
    super(scope, id, props); 
   
    const bucket = new s3.Bucket(this, 'Bucket', { 
      removalPolicy: cdk.RemovalPolicy.DESTROY, 
      autoDeleteObjects: true 
    }); 
  }
}

JavaScript

const cdk = require('@aws-cdk/core');
const s3 = require('@aws-cdk/aws-s3'); 
   
class CdkTestStack extends cdk.Stack { 
  constructor(scope, id, props) { 
    super(scope, id, props); 
   
    const bucket = new s3.Bucket(this, 'Bucket', { 
      removalPolicy: cdk.RemovalPolicy.DESTROY, 
      autoDeleteObjects: true 
    }); 
  }
}

module.exports = { CdkTestStack }

Python

import aws_cdk.core as cdk
import aws_cdk.aws_s3 as s3

class CdkTestStack(cdk.stack): 
    def __init__(self, scope: cdk.Construct, id: str, **kwargs): 
        super().__init__(scope, id, **kwargs) 
         
        bucket = s3.Bucket(self, "Bucket", 
            removal_policy=cdk.RemovalPolicy.DESTROY, 
            auto_delete_objects=True)

Java

software.amazon.awscdk.core.*;
import software.amazon.awscdk.services.s3.*;

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

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

        Bucket.Builder.create(this, "Bucket") 
                .removalPolicy(RemovalPolicy.DESTROY) 
                .autoDeleteObjects(true).build(); 
    }
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}

C#

using Amazon.CDK;
using Amazon.CDK.AWS.S3;

public CdkTestStack(Construct scope, string id, IStackProps props) : base(scope, id, 
 props)
{ 
    new Bucket(this, "Bucket", new BucketProps { 
        RemovalPolicy = RemovalPolicy.DESTROY, 
        AutoDeleteObjects = true 
    });
}

applyRemovalPolicy()メソッドを使用して、AWS CloudFormation削除ポリシーを基になるリソース
に直接適用することもできます。このメソッドは、L2 リソースの propremovalPolicy にプロパティを
持たない一部のステートフルリソースで使用できます。次に例を示します。

• AWS CloudFormation スタック
• Amazon Cognito ユーザープール
• Amazon DocumentDB データベースインスタンス
• Amazon EC2 ボリューム
• OpenSearch アマゾンサービスドメイン
• Amazon FSx ファイルシステム
• Amazon SQS キュー

TypeScript

const resource = bucket.node.findChild('Resource') as cdk.CfnResource;
resource.applyRemovalPolicy(cdk.RemovalPolicy.DESTROY);

JavaScript

const resource = bucket.node.findChild('Resource');
resource.applyRemovalPolicy(cdk.RemovalPolicy.DESTROY);

Python

resource = bucket.node.find_child('Resource')
resource.apply_removal_policy(cdk.RemovalPolicy.DESTROY);

Java

CfnResource resource = (CfnResource)bucket.node.findChild("Resource");
resource.applyRemovalPolicy(cdk.RemovalPolicy.DESTROY);

C#

var resource = (CfnResource)bucket.node.findChild('Resource');
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resource.ApplyRemovalPolicy(cdk.RemovalPolicy.DESTROY);

Note

「AWS CDK's」は「sAWS CloudFormation」RemovalPolicyDeletionPolicy に変換されま
す。ただし、AWS CDKデフォルトではデータが保持されます。AWS CloudFormationこれはデ
フォルトとは逆です。

ID
は、AWS CDKさまざまな種類の識別子と名前を扱います。AWS CDKを効果的に使用してエラーを回避す
るには、識別子の種類を理解する必要があります。

識別子は作成された範囲内で一意でなければならず、AWS CDKアプリケーション内でグローバルに一意
である必要はありません。

同じスコープ内で同じ値の識別子を作成しようとすると、AWS CDKは例外をスローします。

コンストラクト ID
最も一般的な識別子はid、構成オブジェクトをインスタンス化するときに 2 番目の引数として渡される識
別子です。この識別子は、すべての識別子と同様に、それが作成されたスコープ内でのみ一意である必要
があります。これは、構成オブジェクトをインスタンス化するときの最初の引数です。

Note

idスタックのは、で参照するときに使用する識別子でもありますthe section called “AWS CDK 
ツールキット” (p. 305)。

MyBucketアプリに識別子を持つ構造が 2 つある例を見てみましょう。1 つ目は、Stack1スタックのス
コープ内で識別子を使用して定義されます。2 つ目は、Stack2識別子を含むスタックのスコープで定義さ
れます。これらは異なるスコープで定義されているため、競合は発生せず、同じアプリ内で問題なく共存
できます。

TypeScript

import { App, Stack, StackProps } from 'aws-cdk-lib';
import { Construct } from 'constructs';
import * as s3 from 'aws-cdk-lib/aws-s3';

class MyStack extends Stack { 
  constructor(scope: Construct, id: string, props: StackProps = {}) { 
    super(scope, id, props); 

    new s3.Bucket(this, 'MyBucket'); 
  }
}

const app = new App();
new MyStack(app, 'Stack1');
new MyStack(app, 'Stack2');

JavaScript

const { App , Stack } = require('aws-cdk-lib');
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const s3 = require('aws-cdk-lib/aws-s3');

class MyStack extends Stack { 
  constructor(scope, id, props = {}) { 
    super(scope, id, props); 

    new s3.Bucket(this, 'MyBucket'); 
  }
}

const app = new App();
new MyStack(app, 'Stack1');
new MyStack(app, 'Stack2');

Python

from aws_cdk import App, Construct, Stack, StackProps
from constructs import Construct
from aws_cdk import aws_s3 as s3

class MyStack(Stack): 

    def __init__(self, scope: Construct, id: str, **kwargs): 

        super().__init__(scope, id, **kwargs) 
        s3.Bucket(self, "MyBucket")

app = App()
MyStack(app, 'Stack1')
MyStack(app, 'Stack2')

Java

// MyStack.java
package com.myorg;

import software.amazon.awscdk.App;
import software.amazon.awscdk.Stack;
import software.amazon.awscdk.StackProps;
import software.constructs.Construct;
import software.amazon.awscdk.services.s3.Bucket;

public class MyStack extends Stack { 
    public MyStack(final Construct scope, final String id) { 
        this(scope, id, null); 
    } 
     
    public MyStack(final Construct scope, final String id, final StackProps props) { 
        super(scope, id, props); 
        new Bucket(this, "MyBucket"); 
    }
}

// Main.java
package com.myorg;

import software.amazon.awscdk.App;

public class Main { 
    public static void main(String[] args) { 
        App app = new App(); 
        new MyStack(app, "Stack1"); 
        new MyStack(app, "Stack2"); 
    }
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}

C#

using Amazon.CDK;
using constructs;
using Amazon.CDK.AWS.S3;

public class MyStack : Stack
{ 
    public MyStack(Construct scope, string id, IStackProps props) : base(scope, id, 
 props) 
    { 
        new Bucket(this, "MyBucket"); 
    }
}

class Program
{ 
    static void Main(string[] args) 
    { 
        var app = new App(); 
        new MyStack(app, "Stack1"); 
        new MyStack(app, "Stack2"); 
    }
}

パス
AWS CDKアプリケーション内の構成は、Appクラスに根ざした階層を形成します。特定の構成、その親構
成、祖父母などから構成ツリーのルートまでの ID のコレクションをパスと呼びます。

AWS CDKは通常、テンプレート内のパスを文字列として表示します。レベルの ID はスラッシュで区切ら
れ、Appルートインスタンスの直下のノード (通常はスタック) から始まります。たとえば、前のコード例
の 2 つの Amazon S3Stack1/MyBucketStack2/MyBucket バケットリソースのパスはとです。

次の例に示すように、任意の構成のパスにプログラムでアクセスできます。これはのパスを取得しま
すmyConstruct (またはmy_construct、Python 開発者が記述するとおり)。ID は作成されるスコープ内
で一意でなければならないため、AWS CDKそのパスはアプリケーション内では常に一意です。

TypeScript

const path: string = myConstruct.node.path;

JavaScript

const path = myConstruct.node.path;

Python

path = my_construct.node.path

Java

String path = myConstruct.getNode().getPath();
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C#

string path = myConstruct.Node.Path;

一意の ID
AWS CloudFormationテンプレート内のすべての論理 ID が一意であることが必要です。このため、AWS 
CDKはアプリケーション内の各構成に対して一意の識別子を生成できなければなりません。リソースには
グローバルに一意のパス (スタックから特定のリソースまでのすべてのスコープの名前) があります。その
ため、はパスの要素を連結して 8 桁のハッシュを追加することで、AWS CDK必要な固有識別子を生成し
ます。（ハッシュは、AWS CloudFormation同じ識別子になるような異なるパス（A/B/CA/BCやなど）を
区別するために必要です。 AWS CloudFormation識別子は英数字で、スラッシュやその他の区切り文字を
含めることはできません。) は、この文字列をコンストラクトの固有の IDAWS CDK と呼びます。

一般的に、AWS CDKアプリはユニーク ID を知っている必要はありません。ただし、次の例に示すよう
に、任意の構成の固有 ID にプログラムでアクセスできます。

TypeScript

const uid: string = Names.uniqueId(myConstruct);

JavaScript

const uid = Names.uniqueId(myConstruct);

Python

uid = Names.unique_id(my_construct)

Java

String uid = Names.uniqueId(myConstruct);

C#

string uid = Names.Uniqueid(myConstruct);

アドレスは、CDK リソースを一意に区別する別の種類の固有識別子です。パスのSHA-1ハッシュから派生
したもので、人間が読めるものではありません。ただし、長さが比較的短く (常に 42 個の 16 進数文字)、
「従来の」ユニーク ID では長すぎる場合に役立ちます。構成によっては、固有 IDAWS CloudFormation 
の代わりに合成テンプレート内のアドレスを使用する場合があります。繰り返しになりますが、アプリで
は通常、コンストラクトのアドレスを知る必要はありませんが、次のようにしてコンストラクトのアドレ
スを取得できます。

TypeScript

const addr: string = myConstruct.node.addr;

JavaScript

const addr = myConstruct.node.addr;
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Python

addr = my_construct.node.addr

Java

String addr = myConstruct.getNode().getAddr();

C#

string addr = myConstruct.Node.Addr;

ロジカル ID
ユニーク ID は、AWS CloudFormationAWSリソースを表す構成用に生成されたテンプレート内のリソース
の論理識別子 (または論理名) として機能します。

たとえば、前の例で作成された Amazon S3 バケットは、Stack2AWS::S3::Bucket結果としてリソース
を生成します。リソースの論理 ID は、Stack2MyBucket4DD88B4FAWS CloudFormation生成されるテン
プレートにあります。

安定性に関する論理 ID
リソースの作成後にその論理 ID を変更しないでください。 AWS CloudFormationリソースを論理 ID で識
別します。そのため、リソースの論理 ID を変更すると、新しい論理 IDAWS CloudFormation を使用して
新しいリソースが作成され、既存のものが削除されます。リソースの種類によっては、サービスの中断、
データの損失、またはその両方が発生する可能性があります。

トークン
トークンは、アプリケーションのライフサイクルの後になって初めて解決できる値を表します (を参照the 
section called “アプリのライフサイクル” (p. 105))。たとえば、AWS CDKアプリケーションで定義した 
Amazon S3 バケットの名前は、AWS CloudFormationテンプレートが合成されるときにのみ割り当てられ
ます。文字列bucket.bucketName (属性) を印刷すると、次のような内容が含まれています。

${TOKEN[Bucket.Name.1234]}

これは、構築時にはまだ値がわからないが、AWS CDK後で利用可能になるトークンをエンコードする方
法です。AWS CDKはこれらのプレースホルダトークンを呼び出します。この場合は、文字列としてエン
コードされたトークンです。

この文字列は、バケットの名前であるかのように渡すことができます。次の例では、AWS Lambdaバケッ
ト名は関数の環境変数として指定されています。

TypeScript

const bucket = new s3.Bucket(this, 'MyBucket');

const fn = new lambda.Function(stack, 'MyLambda', { 
  // ... 
  environment: { 
    BUCKET_NAME: bucket.bucketName, 
  }

Version 2
145



AWS Cloud Development Kit (AWS 
CDK) v2 デベロッパーガイド

トークンとトークンのエンコーディング

});

JavaScript

const bucket = new s3.Bucket(this, 'MyBucket');

const fn = new lambda.Function(stack, 'MyLambda', { 
  // ... 
  environment: { 
    BUCKET_NAME: bucket.bucketName 
  }
});

Python

bucket = s3.Bucket(self, "MyBucket")

fn = lambda_.Function(stack, "MyLambda", 
        environment=dict(BUCKET_NAME=bucket.bucket_name))

Java

final Bucket bucket = new Bucket(this, "MyBucket");

Function fn = Function.Builder.create(this, "MyLambda") 
        .environment(java.util.Map.of(    // Map.of requires Java 9+ 
            "BUCKET_NAME", bucket.getBucketName())) 
        .build();

C#

var bucket = new s3.Bucket(this, "MyBucket"); 
         
var fn = new Function(this, "MyLambda", new FunctionProps { 
    Environment = new Dictionary<string, string> 
    { 
        ["BUCKET_NAME"] = bucket.BucketName 
    }
});

AWS CloudFormationテンプレートが最終的に合成されると、AWS CloudFormationトークンは組み込み
トークンとしてレンダリングされます{ "Ref": "MyBucket" }。デプロイ時に、AWS CloudFormation
この組み込み関数を作成されたバケットの実際の名前に置き換えます。

トークンとトークンのエンコーディング
トークンは、resolve単一のメソッドを含む IResolvable インターフェイスを実装するオブジェクトで
す。AWS CDKは合成中にこのメソッドを呼び出して、AWS CloudFormationテンプレートの最終値を生成
します。トークンは合成プロセスに参加して、あらゆるタイプの任意の値を生成します。

Note

IResolvableインターフェイスを直接操作することはほとんどありません。ほとんどの場合、文
字列でエンコードされたバージョンのトークンのみが表示されます。

他の関数は通常、stringまたはなどの基本型の引数のみを受け入れますnumber。このような場合にトー
クンを使用するには、CDK.Token クラスの静的メソッドを使用して 3 種類のいずれかにトークンをエン
コードできます。
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• Token.asString文字列エンコーディングを生成する (またはトークンオブジェクトを呼び出
す.toString())

• Token.asListリストエンコーディングを生成するには
• Token.asNumber数値エンコーディングを生成するには

これらは任意の値 (も可) を受け取りIResolvable、指定された型のプリミティブ値にエンコードしま
す。

Important

上記のタイプはいずれもエンコードされたトークンである可能性があるため、内容を解析したり
読み取ったりするときは注意してください。たとえば、文字列を解析して値を抽出しようとし
たときに、その文字列がエンコードされたトークンである場合、解析は失敗します。同様に、配
列の長さを問い合わせたり、数値を使って数学演算を実行したりする場合は、まずそれらがエン
コードされたトークンではないことを確認する必要があります。

値に未解決のトークンが含まれているかどうかを確認するには、Token.isUnresolved
(Python:is_unresolved) メソッドを呼び出します。

次の例では、文字列値 (トークンでも可) の長さが 10 文字以下であることを検証します。

TypeScript

if (!Token.isUnresolved(name) && name.length > 10) { 
  throw new Error(`Maximum length for name is 10 characters`);
}

JavaScript

if ( !Token.isUnresolved(name) && name.length > 10) { 
  throw ( new Error(`Maximum length for name is 10 characters`));
}

Python

if not Token.is_unresolved(name) and len(name) > 10: 
    raise ValueError("Maximum length for name is 10 characters")

Java

if (!Token.isUnresolved(name) && name.length() > 10) 
    throw new IllegalArgumentException("Maximum length for name is 10 characters");

C#

if (!Token.IsUnresolved(name) && name.Length > 10) 
    throw new ArgumentException("Maximum length for name is 10 characters");

名前がトークンの場合、検証は実行されず、デプロイ中など、ライフサイクルの後の段階でエラーが発生
する可能性があります。

Note

トークンエンコーディングを使用して型システムをエスケープできます。たとえば、合成時に数
値を生成するトークンを文字列エンコードできます。これらの関数を使用する場合、テンプレー
トが合成後に使用可能な状態になることを確認するのはユーザーの責任になります。
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文字列でエンコードされたトークン
文字列でエンコードされたトークンは以下のようになります。

${TOKEN[Bucket.Name.1234]}

次の例に示すように、通常の文字列のように渡したり、連結したりできます。

TypeScript

const functionName = bucket.bucketName + 'Function';

JavaScript

const functionName = bucket.bucketName + 'Function';

Python

function_name = bucket.bucket_name + "Function"

Java

String functionName = bucket.getBucketName().concat("Function");

C#

string functionName = bucket.BucketName + "Function";

また、次の例に示すように、使用している言語で文字列補間も使用できます。

TypeScript

const functionName = `${bucket.bucketName}Function`;

JavaScript

const functionName = `${bucket.bucketName}Function`;

Python

function_name = f"{bucket.bucket_name}Function"

Java

String functionName = String.format("%sFunction". bucket.getBucketName());

C#

string functionName = $"${bucket.bucketName}Function";
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他の方法で文字列を操作することは避けてください。たとえば、文字列の部分文字列を取得すると、文字
列トークンが壊れる可能性があります。

リストでエンコードされたトークン
リストでエンコードされたトークンは以下のようになります。

["#{TOKEN[Stack.NotificationArns.1234]}"]

これらのリストで唯一安全なのは、他のコンストラクトに直接渡すことです。文字列リスト形式のトーク
ンは連結できません。また、トークンから要素を取得することもできません。これらを操作する唯一の安
全な方法は、fn.selectAWS CloudFormation などの組み込み関数を使用することです。

番号でエンコードされたトークン
数値エンコードトークンは、次のような小さな負の浮動小数点数のセットです。

-1.8881545897087626e+289

リストトークンの場合と同様に、数値値を変更することはできません。変更すると数値トークンが壊れる
可能性があるためです。唯一許可されている操作は、値を別の構成に渡すことです。

レイジーバリュー
トークンは、AWS CloudFormationパラメータなどのデプロイ時の値を表すだけでなく (p. 151)、合成時
の遅延値を表すためにも一般的に使用されます。これらは合成が完了する前に最終的な値が決定される値
ですが、値が作成された時点では決定されません。トークンを使用してリテラル文字列または数値を別の
構造に渡しますが、合成時の実際の値は、まだ行われていない計算に依存する場合があります。

lazy.String や lazy.NumberLazy などのクラスの静的メソッドを使用して、シンセタイムの遅延値を表す
トークンを作成できます。これらのメソッドは、コンテキスト引数を受け入れ、produce呼び出されたと
きに最終値を返す関数をプロパティとするオブジェクトを受け入れます。

次の例では、作成後に容量が決定される Auto Scaling グループを作成します。

TypeScript

let actualValue: number;

new AutoScalingGroup(this, 'Group', { 
  desiredCapacity: Lazy.numberValue({ 
    produce(context) { 
      return actualValue; 
    } 
  })
});

// At some later point
actualValue = 10;

JavaScript

let actualValue;

new AutoScalingGroup(this, 'Group', { 
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  desiredCapacity: Lazy.numberValue({ 
    produce(context) { 
      return (actualValue); 
    } 
  })
});

// At some later point
actualValue = 10;

Python

class Producer: 
    def __init__(self, func): 
        self.produce = func

actual_value = None 
           
AutoScalingGroup(self, "Group",  
    desired_capacity=Lazy.number_value(Producer(lambda context: actual_value))
) 
     
# At some later point
actual_value = 10

Java

double actualValue = 0;

class ProduceActualValue implements INumberProducer { 

    @Override 
    public Number produce(IResolveContext context) { 
        return actualValue; 
    }
}

AutoScalingGroup.Builder.create(this, "Group") 
    .desiredCapacity(Lazy.numberValue(new ProduceActualValue())).build();

// At some later point
actualValue = 10;

C#

public class NumberProducer : INumberProducer
{ 
    Func<Double> function; 
         
    public NumberProducer(Func<Double> function) 
    { 
        this.function = function; 
    } 

    public Double Produce(IResolveContext context) 
    { 
        return function(); 
    }
}

double actualValue = 0;
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new AutoScalingGroup(this, "Group", new AutoScalingGroupProps
{ 
    DesiredCapacity = Lazy.NumberValue(new NumberProducer(() => actualValue))
});

// At some later point
actualValue = 10;

JSON への変換
任意のデータの JSON 文字列を生成したいが、そのデータにトークンが含まれているかどうかわからない
場合があります。トークンが含まれているかどうかにかかわらず、データ構造を適切に JSON エンコード
するには、メソッドスタックを使用します。 toJsonString次の例に示すようになります。

TypeScript

const stack = Stack.of(this);
const str = stack.toJsonString({ 
  value: bucket.bucketName
});

JavaScript

const stack = Stack.of(this);
const str = stack.toJsonString({ 
  value: bucket.bucketName
});

Python

stack = Stack.of(self)
string = stack.to_json_string(dict(value=bucket.bucket_name))

Java

Stack stack = Stack.of(this);
String stringVal = stack.toJsonString(java.util.Map.of(    // Map.of requires Java 9+ 
        put("value", bucket.getBucketName())));

C#

var stack = Stack.Of(this);
var stringVal = stack.ToJsonString(new Dictionary<string, string>
{ 
    ["value"] = bucket.BucketName
});

パラメータ
AWS CloudFormationテンプレートにはパラメータを含めることができます。パラメータは、展開時に提
供され、テンプレートに組み込まれるカスタム値です。AWS CDKAWS CloudFormationはテンプレートを
合成するため、デプロイ時のパラメータもサポートします。
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を使用してAWS CDK、作成した構成のプロパティで使用できるパラメータを定義できます。パラメータ
を含むスタックをデプロイすることもできます。

AWS CloudFormationAWS CDKツールキットを使用してテンプレートをデプロイする場合、コマンドライ
ンでパラメータ値を指定します。AWS CloudFormationコンソールからテンプレートをデプロイすると、
パラメータ値の入力を求められます。

一般に、AWS CloudFormationパラメータをに使用しないことをお勧めしますAWS CDK。AWS CDKアプ
リに値を渡す通常の方法は、コンテキスト値と環境変数です (p. 185)。パラメーター値は合成時には使用
できないため、CDK アプリではフロー制御やその他の目的に簡単には使用できません。

Note

パラメータを使用してフローを制御するには、CfnCondition構文を使用できますが、ifこれは
ネイティブステートメントに比べて扱いにくいです。

パラメータを使用するには、記述するコードがデプロイ時と合成時にどのように動作するかに注意する必
要があります。これにより、AWS CDKアプリケーションについての理解と推論が難しくなり、多くの場
合、ほとんどメリットがありません。

一般的には、CDK アプリに必要な情報を明確に定義して受け入れ、それを直接使用して CDK アプリ内の
構成を宣言する方がよいでしょう。AWS CDKAWS CloudFormation理想的な生成テンプレートは具体的
で、デプロイ時に指定する値が残っていないものです。

ただし、AWS CloudFormationパラメータが非常に適しているユースケースもあります。たとえば、イ
ンフラストラクチャを定義してデプロイするチームが分かれている場合は、パラメータを使用して、
生成されたテンプレートをより広く利用できるようにすることができます。また、AWS CDKAWS 
CloudFormationはパラメータをサポートしているため、AWS CloudFormationテンプレート (などService 
Catalog)AWS を使用するサービスでも使用できます。AWS CDKAWSこれらのサービスは、パラメータを
使用してデプロイされるテンプレートを設定します。

パラメーターの定義
CfnParameterクラスを使用してパラメータを定義します。ほとんどのパラメータには少なくとも
タイプと説明を指定する必要がありますが、どちらも技術的にはオプションです。説明は、AWS 
CloudFormationユーザーがコンソールにパラメーターの値を入力するように求められたときに表示されま
す。使用可能なタイプの詳細については、「タイプ」を参照してください。

Note

パラメータはどのスコープでも定義できます。ただし、コードをリファクタリングしても論理 ID 
が変更されないように、パラメータはスタックレベルで定義することをお勧めします。

TypeScript

const uploadBucketName = new CfnParameter(this, "uploadBucketName", { 
  type: "String", 
  description: "The name of the Amazon S3 bucket where uploaded files will be 
 stored."});

JavaScript

const uploadBucketName = new CfnParameter(this, "uploadBucketName", { 
  type: "String", 
  description: "The name of the Amazon S3 bucket where uploaded files will be 
 stored."});
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Python

upload_bucket_name = CfnParameter(self, "uploadBucketName", type="String", 
    description="The name of the Amazon S3 bucket where uploaded files will be 
 stored.")

Java

CfnParameter uploadBucketName = CfnParameter.Builder.create(this, "uploadBucketName") 
        .type("String") 
        .description("The name of the Amazon S3 bucket where uploaded files will be 
 stored") 
        .build();

C#

var uploadBucketName = new CfnParameter(this, "uploadBucketName", new CfnParameterProps
{ 
    Type = "String", 
    Description = "The name of the Amazon S3 bucket where uploaded files will be 
 stored"
});

パラメータを使用する
CfnParameterAWS CDKインスタンスはトークンを介してその値をアプリに公開します (p. 145)。す
べてのトークンと同様に、パラメーターのトークンは合成時に解決されます。ただし、具体的な値ではな
く、AWS CloudFormationテンプレートで定義されたパラメータへの参照 (デプロイ時に解決されます) に
解決されます。

トークンは、Tokenクラスのインスタンスとして、または文字列、文字列リスト、または数値エンコー
ディングで取得できます。どちらを選択するかは、パラメータを使用するクラスまたはメソッドに必要な
値の種類によって異なります。

TypeScript

Property kind of value

# #### class instance

valueAsList The token represented as a string list

valueAsNumber The token represented as a number

valueAsString The token represented as a string

JavaScript

Property kind of value

# #### class instance

valueAsList The token represented as a string list
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Property kind of value

valueAsNumber The token represented as a number

valueAsString The token represented as a string

Python

Property kind of value

# #### class instance

######## The token represented as a string list

####### The token represented as a number

######## The token represented as a string

Java

Property kind of value

#### () #### class instance

getValueAs### () The token represented as a string list

getValueAs## () The token represented as a number

getValueAs### () The token represented as a string

C#

Property kind of value

# #### class instance

ValueAsList The token represented as a string list

ValueAsNumber The token represented as a number

ValueAsString The token represented as a string

たとえば、Bucket定義でパラメータを使用するには:

TypeScript

const bucket = new Bucket(this, "myBucket",  
  { bucketName: uploadBucketName.valueAsString});

JavaScript

const bucket = new Bucket(this, "myBucket",  
  { bucketName: uploadBucketName.valueAsString});
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Python

bucket = Bucket(self, "myBucket",  
    bucket_name=upload_bucket_name.value_as_string)

Java

Bucket bucket = Bucket.Builder.create(this, "myBucket") 
        .bucketName(uploadBucketName.getValueAsString()) 
        .build();

C#

var bucket = new Bucket(this, "myBucket")
{ 
    BucketName = uploadBucketName.ValueAsString
};

パラメータによるデプロイ
パラメータを含む生成されたテンプレートは、AWS CloudFormationコンソールから通常の方法でデプロ
イできます。各パラメータの値を入力するように求められます。

AWS CDKツールキット (cdkコマンドラインツール) は、デプロイ時のパラメーターの指定もサポー
トしています。これらは、--parametersフラグの後のコマンドラインで指定します。次の例のよう
に、uploadBucketNameパラメータを使用するスタックをデプロイできます。

cdk deploy MyStack --parameters uploadBucketName=uploadbucket

複数のパラメータを定義するには、--parameters複数のフラグを使用します。

cdk deploy MyStack --parameters uploadBucketName=upbucket --parameters 
 downloadBucketName=downbucket

複数のスタックをデプロイする場合は、スタックごとにパラメータごとに異なる値を指定できます。その
ためには、パラメーターの名前の前にスタック名とコロンを付けます。

cdk deploy MyStack YourStack --parameters MyStack:uploadBucketName=uploadbucket --
parameters YourStack:uploadBucketName=upbucket

デフォルトでは、AWS CDKは以前のデプロイのパラメータ値を保持し、明示的に指定されていない場合
は以降のデプロイで使用します。--no-previous-parametersフラグを使用すると、すべてのパラメー
タを指定する必要があります。

タグ付け
タグは、AWS CDKアプリ内の構成に追加できる情報を提供するキーと値の要素です。特定の構成に適用
されるタグは、タグ付け可能なすべての子構造にも適用されます。AWS CloudFormationタグはアプリか
ら合成されたテンプレートに含まれ、AWSデプロイするリソースに適用されます。タグは、以下の目的で
リソースを識別および分類するために使用することができます。
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• 管理を簡略化
• コスト配分
• アクセスコントロール
• お客様が考案したその他の目的

Tip

AWSリソースでタグを使用する方法の詳細については、ホワイトペーパー「タグ付けのベストプ
ラクティス」（PDF）を参照してください。

Tagsクラスには静的メソッドが含まれておりof()、これを使用して指定された構成にタグを追加した
り、指定した構成からタグを削除したりできます。

• Tags.of(SCOPE).add()指定されたコンストラクトとそのすべての子に新しいタグを適用します。
• Tags.of(SCOPE).remove()指定されたコンストラクトとその子コンストラクトからタグを削除しま

す。これには、子コンストラクト自体に適用された可能性のあるタグも含まれます。

Note

the section called “側面” (p. 193)タグ付けはを使用して実装されます。アスペクトは、特定のス
コープ内のすべての構成に操作 (タグ付けなど) を適用する方法です。

次の例では、タグキーと値の値を構成に適用します。

TypeScript

Tags.of(myConstruct).add('key', 'value');

JavaScript

Tags.of(myConstruct).add('key', 'value');

Python

Tags.of(my_construct).add("key", "value")

Java

Tags.of(myConstruct).add("key", "value");

C#

Tags.Of(myConstruct).Add("key", "value");

以下の例では、構成からタグキーを削除します。

TypeScript

Tags.of(myConstruct).remove('key');
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JavaScript

Tags.of(myConstruct).remove('key');

Python

Tags.of(my_construct).remove("key")

Java

Tags.of(myConstruct).remove("key");

C#

Tags.Of(myConstruct).Remove("key");

Stageコンストラクトを使用している場合は、Stageタグをレベル以下に適用してください。Stageタグ
は境界を越えて適用されません。

タグの優先順位
AWS CDKはタグを再帰的に適用および削除します。競合がある場合は、優先順位が最も高いタグ付け操
作が優先されます。（priority優先順位はオプションのプロパティを使用して設定されます。） 2 つの
操作の優先順位が同じ場合は、構成ツリーの一番下に近いタグ付け操作が優先されます。デフォルトで
は、タグの適用優先度は 100 です (AWS CloudFormationリソースに直接追加されたタグは除く。優先度は 
50 です)。タグを削除する場合のデフォルトの優先度は 200 です。

次の例では、優先度が 300 のタグを構成に適用します。

TypeScript

Tags.of(myConstruct).add('key', 'value', { 
  priority: 300
});

JavaScript

Tags.of(myConstruct).add('key', 'value', { 
  priority: 300
});

Python

Tags.of(my_construct).add("key", "value", priority=300)

Java

Tags.of(myConstruct).add("key", "value", TagProps.builder() 
        .priority(300).build());

C#

Tags.Of(myConstruct).Add("key", "value", new TagProps { Priority = 300 });
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オプションプロパティ
タグはproperties、リソースへのタグの適用方法やリソースからのタグ削除方法を微調整することをサ
ポートしています。プロパティはすべてオプションです。

applyToLaunchedInstances (Python: apply_to_launched_instances)

add () でのみ使用できます。デフォルトでは、タグは Auto Scaling グループで起動されたインスタ
ンスに適用されます。Auto Scaling グループで起動されたインスタンスを無視するには、このプロパ
ティを false に設定します。

includeResourceTypes/excludeResourceTypes(パイソ
ン:include_resource_types/exclude_resource_types)

これらを使用して、AWS CloudFormationリソースタイプに基づいて、リソースのサブセットのみの
タグを操作します。デフォルトでは、操作は構成サブツリーのすべてのリソースに適用されますが、
特定のリソースタイプを含めたり除外したりすることで変更できます。両方が指定されている場合
は、除外がインクルードよりも優先されます。

priority

これを使用して、Tags.add()Tags.remove()他のおよび操作に対するこの操作の優先順位を
設定します。高い値が低い値よりも優先されます。デフォルトは、追加操作の場合は100（AWS 
CloudFormationリソースに直接適用されるタグの場合は50）、削除操作の場合は200です。

次の例では、値と優先度が 100 のタグ tagname を、AWS::Xxx::Yyyコンストラクト内のタイプのリソース
に適用します。Amazon EC2 Auto Scaling グループで起動されたインスタンスやタイプのリソースにはタ
グは適用されませんAWS::Xxx::Zzz。(これらは任意だが異なる 2AWS CloudFormation つのリソースタイ
プのプレースホルダーです。)

TypeScript

Tags.of(myConstruct).add('tagname', 'value', { 
  applyToLaunchedInstances: false, 
  includeResourceTypes: ['AWS::Xxx::Yyy'], 
  excludeResourceTypes: ['AWS::Xxx::Zzz'], 
  priority: 100,
});

JavaScript

Tags.of(myConstruct).add('tagname', 'value', { 
  applyToLaunchedInstances: false, 
  includeResourceTypes: ['AWS::Xxx::Yyy'], 
  excludeResourceTypes: ['AWS::Xxx::Zzz'], 
  priority: 100
});

Python

Tags.of(my_construct).add("tagname", "value", 
    apply_to_launched_instances=False, 
    include_resource_types=["AWS::Xxx::Yyy"], 
    exclude_resource_types=["AWS::Xxx::Zzz"], 
    priority=100)

Java

Tags.of(myConstruct).add("key", "value", TagProps.builder() 
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                .applyToLaunchedInstances(false) 
                .includeResourceTypes(Arrays.asList("AWS::Xxx::Yyy")) 
                .excludeResourceTypes(Arrays.asList("AWS::Xxx::Zzz")) 
                .priority(100).build());

C#

Tags.Of(myConstruct).Add("tagname", "value", new TagProps
{ 
    ApplyToLaunchedInstances = false, 
    IncludeResourceTypes = ["AWS::Xxx::Yyy"], 
    ExcludeResourceTypes = ["AWS::Xxx::Zzz"], 
    Priority = 100
});

次の例では、優先度が 200 のタグ tagname AWS::Xxx::Yyyをコンストラクト内のタイプのリソースから削
除しますが、タイプのリソースからは削除しませんAWS::Xxx::Zzz。

TypeScript

Tags.of(myConstruct).remove('tagname', { 
  includeResourceTypes: ['AWS::Xxx::Yyy'], 
  excludeResourceTypes: ['AWS::Xxx::Zzz'], 
  priority: 200,
});

JavaScript

Tags.of(myConstruct).remove('tagname', { 
  includeResourceTypes: ['AWS::Xxx::Yyy'], 
  excludeResourceTypes: ['AWS::Xxx::Zzz'], 
  priority: 200
});

Python

Tags.of(my_construct).remove("tagname", 
    include_resource_types=["AWS::Xxx::Yyy"], 
    exclude_resource_types=["AWS::Xxx::Zzz"], 
    priority=200,)

Java

Tags.of((myConstruct).remove("tagname", TagProps.builder() 
        .includeResourceTypes(Arrays.asList("AWS::Xxx::Yyy")) 
        .excludeResourceTypes(Arrays.asList("AWS::Xxx::Zzz")) 
        .priority(100).build());

C#

Tags.Of(myConstruct).Remove("tagname", new TagProps
{ 
    IncludeResourceTypes = ["AWS::Xxx::Yyy"], 
    ExcludeResourceTypes = ["AWS::Xxx::Zzz"], 
    Priority = 100
});
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例
次の例では、StackTypeTheBestStack名前付きで作成された任意のリソースに、値付きのタグキーを追加
しますMarketingSystem。その後、Amazon EC2 VPC サブネットを除くすべてのリソースから再度削除
します。その結果、タグが適用されるのはサブネットだけです。

TypeScript

import { App, Stack, Tags } from 'aws-cdk-lib';

const app = new App();
const theBestStack = new Stack(app, 'MarketingSystem');

// Add a tag to all constructs in the stack
Tags.of(theBestStack).add('StackType', 'TheBest');

// Remove the tag from all resources except subnet resources
Tags.of(theBestStack).remove('StackType', { 
  excludeResourceTypes: ['AWS::EC2::Subnet']
});

JavaScript

const { App, Stack, Tags } = require('aws-cdk-lib');

const app = new App();
const theBestStack = new Stack(app, 'MarketingSystem');

// Add a tag to all constructs in the stack
Tags.of(theBestStack).add('StackType', 'TheBest');

// Remove the tag from all resources except subnet resources
Tags.of(theBestStack).remove('StackType', { 
  excludeResourceTypes: ['AWS::EC2::Subnet']
});

Python

from aws_cdk import App, Stack, Tags

app = App();
the_best_stack = Stack(app, 'MarketingSystem')

# Add a tag to all constructs in the stack
Tags.of(the_best_stack).add("StackType", "TheBest")

# Remove the tag from all resources except subnet resources
Tags.of(the_best_stack).remove("StackType", 
    exclude_resource_types=["AWS::EC2::Subnet"])

Java

import software.amazon.awscdk.App;
import software.amazon.awscdk.Tags;

// Add a tag to all constructs in the stack
Tags.of(theBestStack).add("StackType", "TheBest");

// Remove the tag from all resources except subnet resources
Tags.of(theBestStack).remove("StackType", TagProps.builder() 
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        .excludeResourceTypes(Arrays.asList("AWS::EC2::Subnet")) 
        .build());

C#

using Amazon.CDK;

var app = new App();
var theBestStack = new Stack(app, 'MarketingSystem');

// Add a tag to all constructs in the stack
Tags.Of(theBestStack).Add("StackType", "TheBest");

// Remove the tag from all resources except subnet resources
Tags.Of(theBestStack).Remove("StackType", new TagProps
{ 
    ExcludeResourceTypes = ["AWS::EC2::Subnet"]
});

次のコードでも同じ結果が得られます。どちらのアプローチ（包含または排除）によって意図が明確にな
るかを検討してください。

TypeScript

Tags.of(theBestStack).add('StackType', 'TheBest', 
  { includeResourceTypes: ['AWS::EC2::Subnet']});

JavaScript

Tags.of(theBestStack).add('StackType', 'TheBest', 
  { includeResourceTypes: ['AWS::EC2::Subnet']});

Python

Tags.of(the_best_stack).add("StackType", "TheBest", 
    include_resource_types=["AWS::EC2::Subnet"])

Java

Tags.of(theBestStack).add("StackType", "TheBest", TagProps.builder() 
        .includeResourceTypes(Arrays.asList("AWS::EC2::Subnet")) 
        .build());

C#

Tags.Of(theBestStack).Add("StackType", "TheBest", new TagProps { 
    IncludeResourceTypes = ["AWS::EC2::Subnet"]
});

単一構成のタグ付け
Tags.of(scope).add(key, value)は、内の構成にタグを追加する標準的な方法ですAWS CDK。指
定されたスコープ内のタグ付け可能なすべてのリソースに再帰的にタグ付けするツリーウォーク動作は、
ほとんどの場合、希望どおりの動作です。ただし、特定の任意の構成 (1 つまたは複数) にタグを付ける必
要がある場合もあります。
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そのようなケースの 1 つは、タグ付けされている構成のプロパティから値が派生するタグを適用すること
です。標準的なタグ付け方法では、スコープ内のすべての一致するリソースに同じキーと値を再帰的に適
用します。ただし、ここではタグ付けされた構成ごとに値が異なる場合があります。

タグはアスペクトを使用して実装され (p. 193)、visit() CDKは指定したスコープで各構成のタグのメ
ソッドを呼び出しますTags.of(scope)。Tag.visit()直接呼び出すと、1 つの構成にタグを適用でき
ます。

TypeScript

new cdk.Tag(key, value).visit(scope);

JavaScript

new cdk.Tag(key, value).visit(scope);

Python

cdk.Tag(key, value).visit(scope)

Java

Tag.Builder.create(key, value).build().visit(scope);

C#

new Tag(key, value).Visit(scope);

スコープ内のすべての構成にタグを付けることができますが、タグの値は各構成のプロパティ
から取得できます。そのためには、前の例のようにアスペクトを記述し、visit()そのアスペ
クトのメソッドにタグを適用します。次に、を使用して目的のスコープにアスペクトを追加しま
すAspects.of(scope).add(aspect)。

次の例では、リソースのパスを含むスタック内の各リソースにタグを適用します。

TypeScript

class PathTagger implements cdk.IAspect { 
  visit(node: IConstruct) { 
    new cdk.Tag("aws-cdk-path", node.node.path).visit(scope); 
  }
} 
  
stack = new MyStack(app);
cdk.Aspects.of(stack).add(new PathTagger())

JavaScript

class PathTagger { 
  visit(node) { 
    new cdk.Tag("aws-cdk-path", node.node.path).visit(scope); 
  }
}
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stack = new MyStack(app);
cdk.Aspects.of(stack).add(new PathTagger())

Python

@jsii.implements(cdk.IAspect)
class PathTagger: 
    def visit(self, node: IConstruct): 
        cdk.Tag("aws-cdk-path", node.node.path).visit(scope)

stack = MyStack(app)  
cdk.Aspects.of(stack).add(PathTagger())

Java

final class PathTagger implements IAspect { 
 public void visit(IConstruct node) { 
  Tag.Builder.create("aws-cdk-path", node.getNode().getPath()).build().visit(node); 
 }
}

stack stack = new MyStack(app);
Aspects.of(stack).add(new PathTagger());

C#

public class PathTagger : IAspect
{ 
    public void Visit(IConstruct node) 
    { 
        new Tag("aws-cdk-path", node.Node.Path).Visit(node); 
    }
}

var stack = new MyStack(app);
Aspects.Of(stack).Add(new PathTagger); 
           

Tip

優先順位、リソースタイプなどの条件付きタグ付けのロジックは、Tagクラスに組み込まれてい
ます。これらの機能は、任意のリソースにタグを適用する場合に使用できます。条件が満たされ
ない場合、タグは適用されません。また、Tagクラスはタグ付け可能なリソースにのみタグを付
けるため、タグを適用する前に構成がタグ付け可能かどうかをテストする必要はありません。

アセット
アセットは、AWS CDKライブラリやアプリにバンドルできるローカルファイル、ディレクトリ、または 
Docker イメージです。たとえば、AWS Lambdaアセットは関数のハンドラーコードを含むディレクトリで
ある可能性があります。アセットは、アプリの操作に必要なあらゆるアーティファクトを表すことができ
ます。

AWS特定の構成によって公開される API を使用してアセットを追加します。たとえば、Lambda.Function
構造を定義する場合、コードプロパティを使用してアセット (ディレクトリ) を渡すことができます。
Functionはアセットを使用してディレクトリの内容をバンドルし、それを関数のコードに使用します。
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同様に、ecs。 ContainerImage.fromAsset は Amazon ECS タスク定義の定義には、ローカルディレクトリ
から構築された Docker イメージを使用します。

アセットの詳細
アプリ内のアセットを参照する場合、アプリケーションから合成されるクラウドアセンブリに
は (p. 107)、メタデータ情報とAWS CDK CLI の指示が含まれます。手順には、ローカルディスク上のア
セットの場所と、圧縮するディレクトリ (zip) やビルドする Docker イメージなど、アセットのタイプに基
づいて実行するバンドルのタイプが記載されています。

AWS CDKはアセットのソースハッシュを生成します。これを構築時に使用して、アセットのコンテンツ
が変更されたかどうかを判断できます。

デフォルトでは、AWS CDKcdk.outはソースハッシュの下にクラウドアセンブリディレクトリにアセッ
トのコピーを作成します（デフォルトはです）。このように、クラウドアセンブリは自己完結型である
ため、デプロイのために別のホストに移動した場合でも、デプロイできます。詳細については、「the 
section called “クラウドアセンブリ” (p. 107)」を参照してください。

がアセットを参照するアプリケーションを（アプリケーションコードで直接またはライブラリを使用し
て）AWS CDKデプロイすると、AWS CDK CLI はまずアセットを準備して Amazon S3 バケットまたは 
Amazon ECR リポジトリに公開します。(S3 バケットまたはリポジトリはブートストラップ中に作成され
ます。) そうして初めて、スタックに定義されているリソースがデプロイされます。

このセクションでは、フレームワークで使用できる低レベル API について説明します。

アセットタイプ
は、AWS CDK次のタイプのアセットをサポートします。

Amazon S3 アセット

これらは、が Amazon S3AWS CDK にアップロードするローカルファイルとディレクトリです。
Docker イメージ

これらは Amazon ECRAWS CDK にアップロードされる Docker イメージです。

これらのアセットタイプについては、以降のセクションで説明します。

Amazon S3 アセット
ローカルファイルとディレクトリをアセットとして定義し、aws-s3-assetsAWS CDK モジュールを使用し
てパッケージを Amazon S3 にアップロードできます。

次の例では、ローカルディレクトリアセットとファイルアセットを定義しています。

TypeScript

import { Asset } from 'aws-cdk-lib/aws-s3-assets';

// Archived and uploaded to Amazon S3 as a .zip file
const directoryAsset = new Asset(this, "SampleZippedDirAsset", { 
  path: path.join(__dirname, "sample-asset-directory")
});

// Uploaded to Amazon S3 as-is
const fileAsset = new Asset(this, 'SampleSingleFileAsset', { 
  path: path.join(__dirname, 'file-asset.txt')
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});

JavaScript

const { Asset } = require('aws-cdk-lib/aws-s3-assets');

// Archived and uploaded to Amazon S3 as a .zip file
const directoryAsset = new Asset(this, "SampleZippedDirAsset", { 
  path: path.join(__dirname, "sample-asset-directory")
});

// Uploaded to Amazon S3 as-is
const fileAsset = new Asset(this, 'SampleSingleFileAsset', { 
  path: path.join(__dirname, 'file-asset.txt')
});

Python

import os.path
dirname = os.path.dirname(__file__)

from aws_cdk.aws_s3_assets import Asset

# Archived and uploaded to Amazon S3 as a .zip file
directory_asset = Asset(self, "SampleZippedDirAsset", 
  path=os.path.join(dirname, "sample-asset-directory")
)

# Uploaded to Amazon S3 as-is
file_asset = Asset(self, 'SampleSingleFileAsset', 
  path=os.path.join(dirname, 'file-asset.txt')
)

Java

import java.io.File;

import software.amazon.awscdk.services.s3.assets.Asset;

// Directory where app was started
File startDir = new File(System.getProperty("user.dir"));

// Archived and uploaded to Amazon S3 as a .zip file
Asset directoryAsset = Asset.Builder.create(this, "SampleZippedDirAsset") 
                .path(new File(startDir, "sample-asset-directory").toString()).build();

// Uploaded to Amazon S3 as-is
Asset fileAsset = Asset.Builder.create(this, "SampleSingleFileAsset") 
                .path(new File(startDir, "file-asset.txt").toString()).build();

C#

using System.IO;
using Amazon.CDK.AWS.S3.Assets;

// Archived and uploaded to Amazon S3 as a .zip file
var directoryAsset = new Asset(this, "SampleZippedDirAsset", new AssetProps
{ 
    Path = Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory(), "sample-asset-directory")
});
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// Uploaded to Amazon S3 as-is
var fileAsset = new Asset(this, "SampleSingleFileAsset", new AssetProps
{ 
    Path = Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory(), "file-asset.txt")
});

ほとんどの場合、aws-s3-assetsモジュール内の API を直接使用する必要はありません。などのアセッ
トをサポートするモジュールにはaws-lambda、アセットを使用できるように便利なメソッドがありま
す。Lambda 関数の場合、fromAsset () 静的メソッドを使用すると、ローカルファイルシステム内のディレ
クトリまたは.zip ファイルを指定できます。

Lambda 関数の例
一般的な使用例は、ハンドラーコードを Amazon S3 アセットとして Lambda 関数を作成することです。

次の例では、Amazon S3 アセットを使用してローカルディレクトリに Python ハンドラーを定義しま
すhandler。また、codeローカルディレクトリアセットをプロパティとして Lambda 関数を作成しま
す。ハンドラーの Python コードは次のとおりです。

def lambda_handler(event, context): 
  message = 'Hello World!' 
  return { 
    'message': message 
  }

AWS CDKメインアプリのコードは以下のようになります。

TypeScript

import * as cdk from 'aws-cdk-lib';
import { Constructs } from 'constructs';
import * as lambda from 'aws-cdk-lib/aws-lambda';
import * as path from 'path';

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

    new lambda.Function(this, 'myLambdaFunction', { 
      code: lambda.Code.fromAsset(path.join(__dirname, 'handler')), 
      runtime: lambda.Runtime.PYTHON_3_6, 
      handler: 'index.lambda_handler' 
    }); 
  }
}

JavaScript

const cdk = require('aws-cdk-lib');
const lambda = require('aws-cdk-lib/aws-lambda');
const path = require('path');

class HelloAssetStack extends cdk.Stack { 
  constructor(scope, id, props) { 
    super(scope, id, props); 

    new lambda.Function(this, 'myLambdaFunction', { 
      code: lambda.Code.fromAsset(path.join(__dirname, 'handler')), 
      runtime: lambda.Runtime.PYTHON_3_6, 
      handler: 'index.lambda_handler' 
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    }); 
  }
}

module.exports = { HelloAssetStack }

Python

from aws_cdk import Stack
from constructs import Construct
from aws_cdk import aws_lambda as lambda_

import os.path
dirname = os.path.dirname(__file__)

class HelloAssetStack(Stack): 
    def __init__(self, scope: Construct, id: str, **kwargs): 
        super().__init__(scope, id, **kwargs) 

        lambda_.Function(self, 'myLambdaFunction', 
            code=lambda_.Code.from_asset(os.path.join(dirname, 'handler')), 
            runtime=lambda_.Runtime.PYTHON_3_6, 
            handler="index.lambda_handler")

Java

import java.io.File;

import software.amazon.awscdk.Stack;
import software.amazon.awscdk.StackProps;
import software.amazon.awscdk.services.lambda.Function;
import software.amazon.awscdk.services.lambda.Runtime;

public class HelloAssetStack extends Stack { 

    public HelloAssetStack(final App scope, final String id) { 
        this(scope, id, null); 
    } 

    public HelloAssetStack(final App scope, final String id, final StackProps props) { 
        super(scope, id, props); 

        File startDir = new File(System.getProperty("user.dir")); 

        Function.Builder.create(this, "myLambdaFunction") 
                .code(Code.fromAsset(new File(startDir, "handler").toString())) 
                .runtime(Runtime.PYTHON_3_6) 
                .handler("index.lambda_handler").build();         
    }
}

C#

using Amazon.CDK;
using Amazon.CDK.AWS.Lambda;
using System.IO;

public class HelloAssetStack : Stack
{ 
    public HelloAssetStack(Construct scope, string id, StackProps props) : base(scope, 
 id, props) 
    { 
        new Function(this, "myLambdaFunction", new FunctionProps 
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        { 
            Code = Code.FromAsset(Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory(), 
 "handler")), 
            Runtime = Runtime.PYTHON_3_6, 
            Handler = "index.lambda_handler" 
        }); 
    }
}

Functionこのメソッドは、アセットを使用してディレクトリの内容をバンドルし、それを関数のコード
に使用します。

Tip

Java.jar ファイルは、拡張子の異なる ZIP ファイルです。これらはそのまま Amazon S3 にアッ
プロードされますが、Lambda 関数としてデプロイすると、含まれているファイルが抽出される
ため、不要な場合があります。これを避けるには、.jarファイルをディレクトリに配置し、その
ディレクトリをアセットとして指定します。

デプロイ時属性の例
Amazon S3 アセットタイプでは、AWS CDKライブラリやアプリケーションで参照できるデプロイ時の属
性も公開されます (p. 122)。AWS CDKCLIコマンドは、cdk synthAWS CloudFormationアセットのプロ
パティをパラメータとして表示します。

次の例では、デプロイ時の属性を使用して、イメージアセットの場所を環境変数として Lambda 関数に渡
します。(ファイルの種類は関係ありません。ここで使用している PNG 画像は一例です)。

TypeScript

import { Asset } from 'aws-cdk-lib/aws-s3-assets';
import * as path from 'path';

const imageAsset = new Asset(this, "SampleAsset", { 
  path: path.join(__dirname, "images/my-image.png")
});

new lambda.Function(this, "myLambdaFunction", { 
  code: lambda.Code.asset(path.join(__dirname, "handler")), 
  runtime: lambda.Runtime.PYTHON_3_6, 
  handler: "index.lambda_handler", 
  environment: { 
    'S3_BUCKET_NAME': imageAsset.s3BucketName, 
    'S3_OBJECT_KEY': imageAsset.s3ObjectKey, 
    'S3_URL': imageAsset.s3Url 
  }
});

JavaScript

const { Asset } = require('aws-cdk-lib/aws-s3-assets');
const path = require('path');

const imageAsset = new Asset(this, "SampleAsset", { 
  path: path.join(__dirname, "images/my-image.png")
});

new lambda.Function(this, "myLambdaFunction", { 
  code: lambda.Code.asset(path.join(__dirname, "handler")), 
  runtime: lambda.Runtime.PYTHON_3_6, 
  handler: "index.lambda_handler", 
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  environment: { 
    'S3_BUCKET_NAME': imageAsset.s3BucketName, 
    'S3_OBJECT_KEY': imageAsset.s3ObjectKey, 
    'S3_URL': imageAsset.s3Url 
  }
});

Python

import os.path

import aws_cdk.aws_lambda as lambda_
from aws_cdk.aws_s3_assets import Asset

dirname = os.path.dirname(__file__)

image_asset = Asset(self, "SampleAsset", 
    path=os.path.join(dirname, "images/my-image.png"))

lambda_.Function(self, "myLambdaFunction", 
    code=lambda_.Code.asset(os.path.join(dirname, "handler")), 
    runtime=lambda_.Runtime.PYTHON_3_6, 
    handler="index.lambda_handler", 
    environment=dict( 
        S3_BUCKET_NAME=image_asset.s3_bucket_name, 
        S3_OBJECT_KEY=image_asset.s3_object_key, 
        S3_URL=image_asset.s3_url))

Java

import java.io.File;

import software.amazon.awscdk.Stack;
import software.amazon.awscdk.StackProps;
import software.amazon.awscdk.services.lambda.Function;
import software.amazon.awscdk.services.lambda.Runtime;
import software.amazon.awscdk.services.s3.assets.Asset;

public class FunctionStack extends Stack { 
    public FunctionStack(final App scope, final String id, final StackProps props) { 
        super(scope, id, props); 

        File startDir = new File(System.getProperty("user.dir")); 

        Asset imageAsset = Asset.Builder.create(this, "SampleAsset") 
                .path(new File(startDir, "images/my-image.png").toString()).build()) 

        Function.Builder.create(this, "myLambdaFunction") 
                .code(Code.fromAsset(new File(startDir, "handler").toString())) 
                .runtime(Runtime.PYTHON_3_6) 
                .handler("index.lambda_handler") 
                .environment(java.util.Map.of(    // Java 9 or later 
                    "S3_BUCKET_NAME", imageAsset.getS3BucketName(), 
                    "S3_OBJECT_KEY", imageAsset.getS3ObjectKey(), 
                    "S3_URL", imageAsset.getS3Url())) 
                .build(); 
    }
}

C#

using Amazon.CDK;
using Amazon.CDK.AWS.Lambda;
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using Amazon.CDK.AWS.S3.Assets;
using System.IO;
using System.Collections.Generic;

var imageAsset = new Asset(this, "SampleAsset", new AssetProps
{ 
    Path = Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory(), @"images\my-image.png")
});

new Function(this, "myLambdaFunction", new FunctionProps
{ 
    Code = Code.FromAsset(Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory(), "handler")), 
    Runtime = Runtime.PYTHON_3_6, 
    Handler = "index.lambda_handler", 
    Environment = new Dictionary<string, string> 
    { 
        ["S3_BUCKET_NAME"] = imageAsset.S3BucketName, 
        ["S3_OBJECT_KEY"] = imageAsset.S3ObjectKey, 
        ["S3_URL"] = imageAsset.S3Url 
    }
});

許可
aws-s3-assets モジュール、IAM ロール、ユーザー、またはグループを通じて Amazon S3 アセットを直接
使用していて、実行時にアセットを読み取る必要がある場合は、Asset.grantRead メソッドを使用してそ
れらのアセットに IAM アクセス権限を付与します。

次の例では、IAM グループにファイルアセットの読み取り権限を付与します。

TypeScript

import { Asset } from 'aws-cdk-lib/aws-s3-assets';
import * as path from 'path';

const asset = new Asset(this, 'MyFile', { 
  path: path.join(__dirname, 'my-image.png')
});

const group = new iam.Group(this, 'MyUserGroup');
asset.grantRead(group);

JavaScript

const { Asset } = require('aws-cdk-lib/aws-s3-assets');
const path = require('path');

const asset = new Asset(this, 'MyFile', { 
  path: path.join(__dirname, 'my-image.png')
});

const group = new iam.Group(this, 'MyUserGroup');
asset.grantRead(group);

Python

from aws_cdk.aws_s3_assets import Asset
import aws_cdk.aws_iam as iam

import os.path
dirname = os.path.dirname(__file__) 
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        asset = Asset(self, "MyFile", 
            path=os.path.join(dirname, "my-image.png")) 

        group = iam.Group(self, "MyUserGroup") 
        asset.grant_read(group)

Java

import java.io.File;

import software.amazon.awscdk.Stack;
import software.amazon.awscdk.StackProps;
import software.amazon.awscdk.services.iam.Group;
import software.amazon.awscdk.services.s3.assets.Asset;

public class GrantStack extends Stack { 
    public GrantStack(final App scope, final String id, final StackProps props) { 
        super(scope, id, props); 

        File startDir = new File(System.getProperty("user.dir")); 

        Asset asset = Asset.Builder.create(this, "SampleAsset") 
                .path(new File(startDir, "images/my-image.png").toString()).build(); 

        Group group = new Group(this, "MyUserGroup"); 
        asset.grantRead(group);   }
}

C#

using Amazon.CDK;
using Amazon.CDK.AWS.IAM;
using Amazon.CDK.AWS.S3.Assets;
using System.IO;

var asset = new Asset(this, "MyFile", new AssetProps { 
    Path = Path.Combine(Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory(), @"images\my-
image.png"))
});

var group = new Group(this, "MyUserGroup");
asset.GrantRead(group);

Docker イメージアセット
は、aws-ecr-assetsモジュールを通じてローカルの DockerAWS CDK イメージをアセットとしてバンドル
することをサポートしています。

以下の例では、ローカルに組み込まれて Amazon ECR にプッシュされる Docker イメージを定義していま
す。イメージはローカルの Docker コンテキストディレクトリ (Dockerfile を使用) からビルドされ、AWS 
CDK CLI またはアプリケーションの CI/CD パイプラインによって Amazon ECR にアップロードされま
す。AWS CDK画像はアプリ内で自然に参照できます。

TypeScript

import { DockerImageAsset } from 'aws-cdk-lib/aws-ecr-assets';

const asset = new DockerImageAsset(this, 'MyBuildImage', { 
  directory: path.join(__dirname, 'my-image')
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});

JavaScript

const { DockerImageAsset } = require('aws-cdk-lib/aws-ecr-assets');

const asset = new DockerImageAsset(this, 'MyBuildImage', { 
  directory: path.join(__dirname, 'my-image')
});

Python

from aws_cdk.aws_ecr_assets import DockerImageAsset

import os.path
dirname = os.path.dirname(__file__)

asset = DockerImageAsset(self, 'MyBuildImage', 
    directory=os.path.join(dirname, 'my-image'))

Java

import software.amazon.awscdk.services.ecr.assets.DockerImageAsset;

File startDir = new File(System.getProperty("user.dir"));

DockerImageAsset asset = DockerImageAsset.Builder.create(this, "MyBuildImage") 
            .directory(new File(startDir, "my-image").toString()).build();

C#

using System.IO;
using Amazon.CDK.AWS.ECR.Assets;

var asset = new DockerImageAsset(this, "MyBuildImage", new DockerImageAssetProps
{ 
    Directory = Path.Combine(Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory(), "my-image"))
});

my-imageディレクトリには Dockerfile が含まれている必要があります。AWS CDKCLI は Docker イメー
ジを作成して Amazon ECR リポジトリにプッシュ配信し、AWS CloudFormationリポジトリの名前をス
タックのパラメータとして指定します。my-imageDocker イメージアセットタイプは、AWS CDKライ
ブラリやアプリで参照できるデプロイ時の属性を公開します (p. 122)。AWS CDKCLIコマンドは、cdk 
synthAWS CloudFormationアセットのプロパティをパラメータとして表示します。

Amazon ECS タスク定義例
一般的な使用例は、Docker TaskDefinitionコンテナを実行するための Amazon ECS を作成することです。
次の例では、AWS CDKがローカルでビルドして Amazon ECR にプッシュする Docker イメージアセット
の場所を指定します。

TypeScript

import * as ecs from 'aws-cdk-lib/aws-ecs';
import * as path from 'path';

const taskDefinition = new ecs.FargateTaskDefinition(this, "TaskDef", { 
  memoryLimitMiB: 1024, 
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  cpu: 512
});

taskDefinition.addContainer("my-other-container", { 
  image: ecs.ContainerImage.fromAsset(path.join(__dirname, "..", "demo-image"))
});

JavaScript

const ecs = require('aws-cdk-lib/aws-ecs');
const path = require('path');

const taskDefinition = new ecs.FargateTaskDefinition(this, "TaskDef", { 
  memoryLimitMiB: 1024, 
  cpu: 512
});

taskDefinition.addContainer("my-other-container", { 
  image: ecs.ContainerImage.fromAsset(path.join(__dirname, "..", "demo-image"))
});

Python

import aws_cdk.aws_ecs as ecs

import os.path
dirname = os.path.dirname(__file__)

task_definition = ecs.FargateTaskDefinition(self, "TaskDef", 
    memory_limit_mib=1024, 
    cpu=512)

task_definition.add_container("my-other-container", 
    image=ecs.ContainerImage.from_asset( 
        os.path.join(dirname, "..", "demo-image")))

Java

import java.io.File;

import software.amazon.awscdk.services.ecs.FargateTaskDefinition;
import software.amazon.awscdk.services.ecs.ContainerDefinitionOptions;
import software.amazon.awscdk.services.ecs.ContainerImage;

File startDir = new File(System.getProperty("user.dir"));

FargateTaskDefinition taskDefinition = FargateTaskDefinition.Builder.create( 
        this, "TaskDef").memoryLimitMiB(1024).cpu(512).build();

taskDefinition.addContainer("my-other-container", 
        ContainerDefinitionOptions.builder() 
            .image(ContainerImage.fromAsset(new File(startDir, 
                        "demo-image").toString())).build());

C#

using System.IO;
using Amazon.CDK.AWS.ECS;

var taskDefinition = new FargateTaskDefinition(this, "TaskDef", new 
 FargateTaskDefinitionProps
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{ 
    MemoryLimitMiB = 1024, 
    Cpu = 512
});

taskDefinition.AddContainer("my-other-container", new ContainerDefinitionOptions
{ 
    Image = ContainerImage.FromAsset(Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory(), 
 "demo-image");
});

デプロイ時属性の例

次の例は、repositoryimageUriデプロイ時属性を使用する方法と、AWS Fargate起動タイプで 
Amazon ECS タスク定義を作成する方法を示しています。Amazon ECR リポジトリ検索には画像のタグが
必要であり、URI ではないため、アセットの URI の末尾から切り取ることに注意してください。

TypeScript

import * as ecs from 'aws-cdk-lib/aws-ecs';
import * as path from 'path';
import { DockerImageAsset } from 'aws-cdk-lib/aws-ecr-assets';

const asset = new DockerImageAsset(this, 'my-image', { 
  directory: path.join(__dirname, "..", "demo-image")
});

const taskDefinition = new ecs.FargateTaskDefinition(this, "TaskDef", { 
  memoryLimitMiB: 1024, 
  cpu: 512
});

taskDefinition.addContainer("my-other-container", { 
  image: ecs.ContainerImage.fromEcrRepository(asset.repository, 
 asset.imageUri.split(":").pop())
});

JavaScript

const ecs = require('aws-cdk-lib/aws-ecs');
const path = require('path');
const { DockerImageAsset } = require('aws-cdk-lib/aws-ecr-assets');

const asset = new DockerImageAsset(this, 'my-image', { 
  directory: path.join(__dirname, "..", "demo-image")
});

const taskDefinition = new ecs.FargateTaskDefinition(this, "TaskDef", { 
  memoryLimitMiB: 1024, 
  cpu: 512
});

taskDefinition.addContainer("my-other-container", { 
  image: ecs.ContainerImage.fromEcrRepository(asset.repository, 
 asset.imageUri.split(":").pop())
});

Python

import aws_cdk.aws_ecs as ecs
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from aws_cdk.aws_ecr_assets import DockerImageAsset

import os.path
dirname = os.path.dirname(__file__)

asset = DockerImageAsset(self, 'my-image', 
    directory=os.path.join(dirname, "..", "demo-image"))

task_definition = ecs.FargateTaskDefinition(self, "TaskDef", 
    memory_limit_mib=1024, cpu=512)

task_definition.add_container("my-other-container", 
    image=ecs.ContainerImage.from_ecr_repository( 
        asset.repository, asset.image_uri.rpartition(":")[-1]))

Java

import java.io.File;

import software.amazon.awscdk.services.ecr.assets.DockerImageAsset;

import software.amazon.awscdk.services.ecs.FargateTaskDefinition;
import software.amazon.awscdk.services.ecs.ContainerDefinitionOptions;
import software.amazon.awscdk.services.ecs.ContainerImage;

File startDir = new File(System.getProperty("user.dir"));

DockerImageAsset asset = DockerImageAsset.Builder.create(this, "my-image") 
            .directory(new File(startDir, "demo-image").toString()).build();

FargateTaskDefinition taskDefinition = FargateTaskDefinition.Builder.create( 
        this, "TaskDef").memoryLimitMiB(1024).cpu(512).build();

// extract the tag from the asset's image URI for use in ECR repo lookup
String imageUri = asset.getImageUri();
String imageTag = imageUri.substring(imageUri.lastIndexOf(":") + 1);

taskDefinition.addContainer("my-other-container", 
        ContainerDefinitionOptions.builder().image(ContainerImage.fromEcrRepository( 
                asset.getRepository(), imageTag)).build());

C#

using System.IO;
using Amazon.CDK.AWS.ECS;
using Amazon.CDK.AWS.ECR.Assets;

var asset = new DockerImageAsset(this, "my-image", new DockerImageAssetProps { 
    Directory = Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory(), "demo-image")
});

var taskDefinition = new FargateTaskDefinition(this, "TaskDef", new 
 FargateTaskDefinitionProps
{ 
    MemoryLimitMiB = 1024, 
    Cpu = 512
});

taskDefinition.AddContainer("my-other-container", new ContainerDefinitionOptions
{ 
    Image = ContainerImage.FromEcrRepository(asset.Repository, 
 asset.ImageUri.Split(":").Last())
});
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Build 引数の例

AWS CDKCLI がデプロイ中にイメージをビルドするときに、buildArgs (Python:build_args) プロパ
ティオプションを使用して Docker ビルドステップにカスタマイズされたビルド引数を指定できます。

TypeScript

const asset = new DockerImageAsset(this, 'MyBuildImage', { 
  directory: path.join(__dirname, 'my-image'), 
  buildArgs: { 
    HTTP_PROXY: 'http://10.20.30.2:1234' 
  }
});

JavaScript

const asset = new DockerImageAsset(this, 'MyBuildImage', { 
  directory: path.join(__dirname, 'my-image'), 
  buildArgs: { 
    HTTP_PROXY: 'http://10.20.30.2:1234' 
  }
});

Python

asset = DockerImageAsset(self, "MyBulidImage", 
    directory=os.path.join(dirname, "my-image"), 
    build_args=dict(HTTP_PROXY="http://10.20.30.2:1234"))

Java

DockerImageAsset asset = DockerImageAsset.Builder.create(this, "my-image"), 
            .directory(new File(startDir, "my-image").toString()) 
            .buildArgs(java.util.Map.of(    // Java 9 or later 
                "HTTP_PROXY", "http://10.20.30.2:1234")) 
            .build();

C#

var asset = new DockerImageAsset(this, "MyBuildImage", new DockerImageAssetProps { 
    Directory = Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory(), "my-image"), 
    BuildArgs = new Dictionary<string, string> 
    { 
        ["HTTP_PROXY"] = "http://10.20.30.2:1234" 
    }
});

許可

aws-ecs などの Docker イメージアセットをサポートするモジュールを使用する場合、アセットを直接ま
たは経由で使用すると、AWS CDKContainerImageが権限を管理します。 fromEcrRepository(パイソン:
from_ecr_repository)。 Docker イメージアセットを直接使用する場合は、使用するプリンシパルがイ
メージを取得する権限を持っていることを確認してください。

ほとんどの場合、Asset.repository.GrantPull メソッド (Python:grant_pull. これにより、プリンシ
パルの IAM ポリシーが変更され、このリポジトリからイメージを取得できるようになります。 イ
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メージをプルしているプリンシパルが同じアカウントに属していない場合や、AWSそのプリンシパ
ルがアカウント内で役割を担わないサービス (などAWS CodeBuild) の場合は、プリンシパルのポ
リシーではなく、リソースポリシーに対するプル権限を付与する必要があります。 アセットリポジ
トリを使用してください。 addToResource適切なプリンシパル権限を付与するポリシーメソッド
(Python:add_to_resource_policy)。

AWS CloudFormationリソースメタデータ
Note

このセクションは、構成の作成者のみを対象としています。特定の状況では、ツールは特定の 
CFN リソースがローカルアセットを使用していることを知る必要があります。たとえば、AWS 
SAM CLI を使用してデバッグ目的で Lambda 関数をローカルで呼び出すことができます。詳細に
ついては、「the section called “AWS SAM の統合” (p. 326)」を参照してください。

このようなユースケースを実現するために、AWS CloudFormation外部ツールはリソースに関する一連の
メタデータエントリを調べます。

• aws:asset:path— アセットのローカルパスを指します。
• aws:asset:property— アセットが使用されるリソースプロパティの名前。

これら 2 つのメタデータエントリを使用することで、ツールはアセットが特定のリソースによって使用さ
れていることを識別し、高度なローカルエクスペリエンスを実現できます。

これらのメタデータエントリをリソースに追加するには、asset.addResourceMetadata
(Python:add_resource_metadata) メソッドを使用します。

許可
AWSConstruct Library では、広く実装されている一般的なイディオムをいくつか使用して、アクセスと権
限を管理します。IAM モジュールには、これらのイディオムを使用するために必要なツールが用意されて
います。

プリンシパル
IAM プリンシパルは、AWS API を呼び出すことができるユーザー、サービス、AWSまたはアプリケー
ションを表す認証済みエンティティです。AWSConstruct Library では、複数の柔軟な方法でプリンシパル
を指定して、AWSリソースへのアクセスを許可することができます。

セキュリティーの文脈では、「プリンシパル」という用語は、特にユーザーなどの認証されたエンティ
ティを指します。グループやロールなどのオブジェクトは、ユーザー (およびその他の認証されたエン
ティティ) を表すのではなく、権限を付与する目的でユーザーを間接的に識別します。

たとえば、IAM グループを作成すると、そのグループ (およびそのメンバー) に Amazon RDS テーブルへ
の書き込みアクセス権を付与できます。ただし、グループ自体は単一のエンティティを表していないた
め、プリンシパルではありません (また、グループにログインすることもできません)。

CDKのIAMライブラリでは、IPrincipalプリンシパルを直接的または間接的に識別するクラスがイン
ターフェイスを実装しているため、これらのオブジェクトをアクセスポリシーで同じ意味で使用できま
す。ただし、それらすべてがセキュリティ上の意味でのプリンシパルであるとは限りません。これらのオ
ブジェクトには以下が含まれます。

1. Role、Userなどの IAM リソースGroup
2. サービスプリンシパル (new iam.ServicePrincipal('service.amazonaws.com'))
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3. フェデレーションプリンシパル (new iam.FederatedPrincipal('cognito-
identity.amazonaws.com'))

4. アカウントプリンシパル (new iam.AccountPrincipal('0123456789012'))
5. 標準ユーザープリンシパル (new iam.CanonicalUserPrincipal('79a59d[...]7ef2be'))
6. AWS Organizationsプリンシパル (new iam.OrganizationPrincipal('org-id'))
7. 任意の ARN プリンシパル (new iam.ArnPrincipal(res.arn))
8. そして、iam.CompositePrincipal(principal1, principal2, ...)複数のプリンシパルを信

頼するには

グラント
Amazon S3 バケットや Amazon DynamoDB テーブルなど、アクセス可能なリソースを表すすべての構
成には、別のエンティティへのアクセスを許可するメソッドがあります。このようなメソッドにはすべて
grant で始まる名前が付いています。

たとえば、Amazon S3 バケットには、grantReadエンティティからバケットへの読み取り
アクセスと読み取り/書き込みアクセスをそれぞれ有効にするメソッドとgrantReadWrite
(Python:grant_read,grant_read_write) があります。エンティティは、これらの操作を実行するため
にどの Amazon S3 IAM アクセス権限が必要かを正確に知る必要はありません。

グラントメソッドの最初の引数は常に igRantable 型です。このインターフェイスは、権限を付与できる
エンティティを表します。つまり、IAM オブジェクトRole、、などのロールを持つリソースを表しま
すGroup。User

他のエンティティにも権限を付与できます。たとえば、このトピックの後半で、 CodeBuild プロジェクト
に、Amazon S3 バケットへのアクセスを許可する方法を示します。通常、関連するロールは、roleアク
セスを許可されているエンティティのプロパティによって取得されます。

lambda.Functionなどの実行ロールを使用するリソースも実装されているためIGrantable、ロールへ
のアクセスを許可する代わりに直接アクセス権を付与できます。たとえば、が Amazon S3 バケットで、
が Lambda 関数の場合bucket、function次のコードは関数にバケットへの読み取りアクセスを許可しま
す。

TypeScript

bucket.grantRead(function);

JavaScript

bucket.grantRead(function);

Python

bucket.grant_read(function)

Java

bucket.grantRead(function);

C#

bucket.GrantRead(function);
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スタックのデプロイ中に権限を適用しなければならない場合があります。そのようなケースの 1 つ
は、AWS CloudFormationカスタムリソースに他のリソースへのアクセスを許可する場合です。カスタム
リソースはデプロイ中に呼び出されるため、デプロイ時に指定された権限が必要です。

また、渡されたロールに適切なポリシーが適用されていることをサービスが確認する場合もあります。
（AWS多くのサービスでは、ユーザーがポリシーの設定を忘れないようにするためにこれを行っていま
す）。このような場合、権限の適用が遅すぎると、デプロイが失敗する可能性があります。

別のリソースが作成される前に権限を強制的に適用するには、次に示すように、権限自体に依存関係を追
加できます。グラントメソッドの戻り値は一般的に破棄されますが、iam.Grant実際にはどのグラントメ
ソッドもオブジェクトを返します。

TypeScript

const grant = bucket.grantRead(lambda);
const custom = new CustomResource(...);
custom.node.addDependency(grant);

JavaScript

const grant = bucket.grantRead(lambda);
const custom = new CustomResource(...);
custom.node.addDependency(grant);

Python

grant = bucket.grant_read(function)
custom = CustomResource(...)
custom.node.add_dependency(grant)

Java

Grant grant = bucket.grantRead(function);
CustomResource custom = new CustomResource(...);
custom.node.addDependency(grant);

C#

var grant = bucket.GrantRead(function);
var custom = new CustomResource(...);
custom.node.AddDependency(grant);

ロール
IAM パッケージには、IAMRole ロールを表す構成が含まれています。次のコードは、Amazon EC2 サー
ビスを信頼する新しいロールを作成します。

TypeScript

import * as iam from 'aws-cdk-lib/aws-iam';

const role = new iam.Role(this, 'Role', { 
  assumedBy: new iam.ServicePrincipal('ec2.amazonaws.com'),   // required
});
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JavaScript

const iam = require('aws-cdk-lib/aws-iam');

const role = new iam.Role(this, 'Role', { 
  assumedBy: new iam.ServicePrincipal('ec2.amazonaws.com')   // required
});

Python

import aws_cdk.aws_iam as iam 
     
role = iam.Role(self, "Role", 
          assumed_by=iam.ServicePrincipal("ec2.amazonaws.com")) # required

Java

import software.amazon.awscdk.services.iam.Role;
import software.amazon.awscdk.services.iam.ServicePrincipal;

Role role = Role.Builder.create(this, "Role") 
        .assumedBy(new ServicePrincipal("ec2.amazonaws.com")).build();

C#

using Amazon.CDK.AWS.IAM;

var role = new Role(this, "Role", new RoleProps
{ 
    AssumedBy = new ServicePrincipal("ec2.amazonaws.com"),   // required
});

ロールに権限を追加するには、addToPolicyロールのメソッド (Python:add_to_policy) を呼び出
し、PolicyStatement追加するルールを定義するを渡します。ステートメントはロールのデフォルトポ
リシーに追加されます。ステートメントがない場合は作成されます。

次の例では、権限のあるサービスがであることを条件とし
て、ec2:SomeActions3:AnotherActionbucketアクションとリソースとotherRole
(Python:other_role)Deny のロールにポリシーステートメントを追加しますAWS CodeBuild。

TypeScript

role.addToPolicy(new iam.PolicyStatement({ 
  effect: iam.Effect.DENY, 
  resources: [bucket.bucketArn, otherRole.roleArn], 
  actions: ['ec2:SomeAction', 's3:AnotherAction'], 
  conditions: {StringEquals: { 
    'ec2:AuthorizedService': 'codebuild.amazonaws.com',
}}}));

JavaScript

role.addToPolicy(new iam.PolicyStatement({ 
  effect: iam.Effect.DENY, 
  resources: [bucket.bucketArn, otherRole.roleArn], 
  actions: ['ec2:SomeAction', 's3:AnotherAction'], 
  conditions: {StringEquals: { 
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    'ec2:AuthorizedService': 'codebuild.amazonaws.com'
}}}));

Python

role.add_to_policy(iam.PolicyStatement( 
    effect=iam.Effect.DENY, 
    resources=[bucket.bucket_arn, other_role.role_arn], 
    actions=["ec2:SomeAction", "s3:AnotherAction"], 
    conditions={"StringEquals": { 
        "ec2:AuthorizedService": "codebuild.amazonaws.com"}}
))

Java

role.addToPolicy(PolicyStatement.Builder.create() 
        .effect(Effect.DENY) 
        .resources(Arrays.asList(bucket.getBucketArn(), otherRole.getRoleArn())) 
        .actions(Arrays.asList("ec2:SomeAction", "s3:AnotherAction")) 
        .conditions(java.util.Map.of(    // Map.of requires Java 9 or later 
            "StringEquals", java.util.Map.of( 
                "ec2:AuthorizedService", "codebuild.amazonaws.com"))) 
        .build());

C#

role.AddToPolicy(new PolicyStatement(new PolicyStatementProps
{ 
    Effect = Effect.DENY, 
    Resources = new string[] { bucket.BucketArn, otherRole.RoleArn }, 
    Actions = new string[] { "ec2:SomeAction", "s3:AnotherAction" }, 
    Conditions = new Dictionary<string, object> 
    { 
        ["StringEquals"] = new Dictionary<string, string> 
        { 
            ["ec2:AuthorizedService"] = "codebuild.amazonaws.com" 
        } 
    }
}));

前の例では、addToPolicy (Python:add_to_policy)PolicyStatement 呼び出しを使用して新しいイ
ンラインを作成しました。既存のポリシーステートメントまたは変更したポリシーステートメントを渡す
こともできます。PolicyStatementこのオブジェクトには、プリンシパル、リソース、条件、およびアク
ションを追加するためのさまざまなメソッドがあります。

ロールが正常に機能する必要がある構成を使用している場合は、次のいずれかを実行できます。

• 構成オブジェクトをインスタンス化するときに、既存のロールを渡します。
• 適切なサービスプリンシパルを信頼して、コンストラクトに新しいロールを作成させてください。次の

例では、このような構成を使用しています。 CodeBuild プロジェクトです。

TypeScript

import * as codebuild from 'aws-cdk-lib/aws-codebuild';

// imagine roleOrUndefined is a function that might return a Role object
// under some conditions, and undefined under other conditions
const someRole: iam.IRole | undefined = roleOrUndefined();
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const project = new codebuild.Project(this, 'Project', { 
  // if someRole is undefined, the Project creates a new default role,  
  // trusting the codebuild.amazonaws.com service principal 
  role: someRole,
});

JavaScript

const codebuild = require('aws-cdk-lib/aws-codebuild');

// imagine roleOrUndefined is a function that might return a Role object
// under some conditions, and undefined under other conditions
const someRole = roleOrUndefined();

const project = new codebuild.Project(this, 'Project', { 
  // if someRole is undefined, the Project creates a new default role,  
  // trusting the codebuild.amazonaws.com service principal 
  role: someRole
});

Python

import aws_cdk.aws_codebuild as codebuild

# imagine role_or_none is a function that might return a Role object
# under some conditions, and None under other conditions
some_role = role_or_none();

project = codebuild.Project(self, "Project",
# if role is None, the Project creates a new default role,  
# trusting the codebuild.amazonaws.com service principal
role=some_role)

Java

import software.amazon.awscdk.services.iam.Role;
import software.amazon.awscdk.services.codebuild.Project;

// imagine roleOrNull is a function that might return a Role object
// under some conditions, and null under other conditions
Role someRole = roleOrNull();

// if someRole is null, the Project creates a new default role,  
// trusting the codebuild.amazonaws.com service principal
Project project = Project.Builder.create(this, "Project") 
        .role(someRole).build();

C#

using Amazon.CDK.AWS.CodeBuild;

// imagine roleOrNull is a function that might return a Role object
// under some conditions, and null under other conditions
var someRole = roleOrNull();

// if someRole is null, the Project creates a new default role,  
// trusting the codebuild.amazonaws.com service principal
var project = new Project(this, "Project", new ProjectProps
{ 
    Role = someRole
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});

オブジェクトが作成されると、ロール (渡されたロールか、コンストラクトによって作成された
デフォルトのロールか) をプロパティとして使用できますrole。ただし、このプロパティは外
部リソースでは使用できません。そのため、これらのコンストラクトにはaddToRolePolicy
(Python:add_to_role_policy) メソッドがあります。

このメソッドは、構成が外部リソースの場合は何もせず、roleそれ以外の場合はプロパティ
のaddToPolicy (Python:add_to_policy) メソッドを呼び出します。これにより、未定義のケースを明
示的に処理する必要がなくなります。

次の例を参照してください。

TypeScript

// project is imported into the CDK application
const project = codebuild.Project.fromProjectName(this, 'Project', 'ProjectName');

// project is imported, so project.role is undefined, and this call has no effect
project.addToRolePolicy(new iam.PolicyStatement({ 
  effect: iam.Effect.ALLOW,   // ... and so on defining the policy
}));

JavaScript

// project is imported into the CDK application
const project = codebuild.Project.fromProjectName(this, 'Project', 'ProjectName');

// project is imported, so project.role is undefined, and this call has no effect
project.addToRolePolicy(new iam.PolicyStatement({ 
  effect: iam.Effect.ALLOW   // ... and so on defining the policy
}));

Python

# project is imported into the CDK application
project = codebuild.Project.from_project_name(self, 'Project', 'ProjectName')

# project is imported, so project.role is undefined, and this call has no effect
project.add_to_role_policy(iam.PolicyStatement( 
  effect=iam.Effect.ALLOW,   # ... and so on defining the policy
)

Java

// project is imported into the CDK application
Project project = Project.fromProjectName(this, "Project", "ProjectName");

// project is imported, so project.getRole() is null, and this call has no effect
project.addToRolePolicy(PolicyStatement.Builder.create() 
        .effect(Effect.ALLOW)   // .. and so on defining the policy 
        .build();

C#

// project is imported into the CDK application
var project = Project.FromProjectName(this, "Project", "ProjectName");
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// project is imported, so project.role is null, and this call has no effect
project.AddToRolePolicy(new PolicyStatement(new PolicyStatementProps
{ 
    Effect = Effect.ALLOW, // ... and so on defining the policy  
}));

リソースポリシー
Amazon S3 バケットや IAM ロールなどの一部のリソースにもリソースポリシーがありま
す。AWSこれらのコンストラクトには、addToResourcePolicyを引数とするメソッド 
(Python:add_to_resource_policy) があります。PolicyStatementリソースポリシーに追加されるす
べてのポリシーステートメントには、少なくとも 1 つのプリンシパルを指定する必要があります。

次の例では、Amazon S3buckets3:SomeAction バケットは権限を持つロールをそれ自体に付与しま
す。

TypeScript

bucket.addToResourcePolicy(new iam.PolicyStatement({ 
  effect: iam.Effect.ALLOW, 
  actions: ['s3:SomeAction'], 
  resources: [bucket.bucketArn], 
  principals: [role]
}));

JavaScript

bucket.addToResourcePolicy(new iam.PolicyStatement({ 
  effect: iam.Effect.ALLOW, 
  actions: ['s3:SomeAction'], 
  resources: [bucket.bucketArn], 
  principals: [role]
}));

Python

bucket.add_to_resource_policy(iam.PolicyStatement( 
    effect=iam.Effect.ALLOW, 
    actions=["s3:SomeAction"], 
    resources=[bucket.bucket_arn], 
    principals=role))

Java

bucket.addToResourcePolicy(PolicyStatement.Builder.create() 
        .effect(Effect.ALLOW) 
        .actions(Arrays.asList("s3:SomeAction")) 
        .resources(Arrays.asList(bucket.getBucketArn())) 
        .principals(Arrays.asList(role)) 
        .build());

C#

bucket.AddToResourcePolicy(new PolicyStatement(new PolicyStatementProps
{ 
    Effect = Effect.ALLOW, 
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    Actions = new string[] { "s3:SomeAction" }, 
    Resources = new string[] { bucket.BucketArn }, 
    Principals = new IPrincipal[] { role }
}));

外部の IAM オブジェクトを使用する
IAM ユーザー、プリンシパル、グループ、AWS CDKまたはロールをアプリ外で定義している場合は、そ
の IAMAWS CDK オブジェクトをアプリで使用できます。そのためには、ARN または名前を使用して参照
を作成します。ユーザー、グループ、およびロールには名前を使用してください。返された参照は、前に
説明したように、権限の付与やポリシーステートメントの作成に使用できます。

• ユーザーの場合は、User.fromUserArn()User.fromUserName()またはに電話してくだ
さい。 User.fromUserAttributes()も使用できますが、現在はと同じ機能を備えていま
すUser.fromUserArn()。

• プリンシパルの場合は、ArnPrincipalオブジェクトをインスタンス化します。
• グループの場合は、Group.fromGroupArn()またはまでお電話くださいGroup.fromGroupName()。
• 役割については、Role.fromRoleArn()Role.fromRoleName()またはに電話してください。

ポリシー (管理ポリシーを含む) は、以下の方法を使用して同様に使用できます。これらのオブジェクトへ
の参照は、IAM ポリシーが必要な場所であればどこでも使用できます。

• Policy.fromPolicyName
• ManagedPolicy.fromManagedPolicyArn
• ManagedPolicy.fromManagedPolicyName
• ManagedPolicy.fromAwsManagedPolicyName

Note

AWS外部リソースへのすべての参照と同様に、CDK アプリでは外部 IAM オブジェクトを変更で
きません。

ランタイムコンテキスト
コンテキスト値は、アプリケーション、スタック、またはコンストラクトに関連付けることの
できるキー/バリューペアをいいます。これらはファイル (通常はまたはプロジェクトディレクト
リ)cdk.jsoncdk.context.json またはコマンドラインからアプリに提供できます。

CDK Toolkit はコンテキストを使用して、AWS合成中にアカウントから取得した値をキャッシュします。
値には、アカウントのアベイラビリティーゾーン、または Amazon EC2 インスタンスで現在利用可能
な Amazon マシンイメージ (AMI) ID が含まれます。AWSこれらの値はアカウントによって提供される
ため、CDK アプリケーションの実行ごとに変わる可能性があります。これにより、意図しない変更の原
因となる可能性があります。CDK Toolkit のキャッシュ動作により、ユーザーが新しい値を受け入れるま
で、CDK アプリのこれらの値が「固定」されます。

コンテキストキャッシュを使用しない次のシナリオを想像してください。Amazon EC2 インスタンスの 
AMI として「最新の Amazon Linux」を指定し、この AMI の新しいバージョンがリリースされたとしま
しょう。次に CDK スタックをデプロイするときには、デプロイ済みのインスタンスが古い (「間違った」) 
AMI を使用することになるため、アップグレードする必要があります。アップグレードすると、既存のイ
ンスタンスがすべて新しいインスタンスに置き換えられますが、これはおそらく予想外であり、望ましく
ないことです。
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代わりに、CDK はアカウントで使用可能な AMIcdk.context.json をプロジェクトのファイルに記録
し、保存された値をfuture 合成操作に使用します。これにより、AMI のリストは変更の元になる可能性が
なくなります。また、AWS CloudFormationスタックは常に同じテンプレートに合成されるようにするこ
ともできます。

AWSすべてのコンテキスト値が環境からキャッシュされた値であるとは限りません。 the section called 
“機能フラグ” (p. 191)コンテキスト値でもあります。独自のコンテキスト値を作成して、アプリやコンス
トラクトで使用することもできます。

コンテキストキーは文字列です。値は、JSON でサポートされている任意のタイプ (数値、文字列、配列、
オブジェクト) であってもかまいません。

Tip

コンストラクトが独自のコンテキスト値を作成する場合は、ライブラリのパッケージ名をキーに
組み込んで、他のパッケージのコンテキスト値と競合しないようにします。

AWS多くのコンテキスト値は特定の環境に関連付けられており、特定の CDK アプリケーションは複数の
環境にデプロイできます。AWSこのような値のキーにはアカウントとリージョンが含まれるため、異なる
環境の値が競合することはありません。

次のコンテキストキーは、アカウントやリージョンを含めAWS CDK、が使用する形式を示しています。

availability-zones:account=123456789012:region=eu-central-1

Important

キャッシュされたコンテキスト値は、AWS CDKおよびその構造（ユーザーが記述できる構成を含
む）によって管理されます。ファイルを手動で編集して、キャッシュされたコンテキスト値を追
加または変更しないでください。ただし、cdk.context.jsonキャッシュされている値を時々確
認しておくと便利です。キャッシュされた値を表さないコンテキスト値は、contextのキーの下
に格納する必要がありますcdk.json。この方法では、キャッシュされた値がクリアされてもク
リアされません。

コンテキスト値のソース
コンテキスト値は、次の 6AWS CDK つの方法でアプリに提供できます。

• AWS現在のアカウントから自動的に。
• --contextcdkオプションからコマンドへ。(これらの値は常に文字列です。)
• cdk.context.jsonプロジェクトのファイル内。
• contextcdk.jsonプロジェクトのファイルのキーで。
• context~/.cdk.jsonファイルのキーで。
• AWS CDKconstruct.node.setContext()アプリではメソッドを使用しています。

cdk.context.jsonプロジェクトファイルは、AWS CDKAWSアカウントから取得したコンテキスト値を
キャッシュする場所です。この方法により、たとえば新しいアベイラビリティーゾーンが導入されたとき
に、デプロイに予期しない変更が加えられることを回避できます。は、AWS CDKリストされている他の
ファイルにはコンテキストデータを書き込まない。

Important

なぜなら、cdk.jsonそれらはアプリケーションの状態の一部であり、cdk.context.jsonアプ
リの他のソースコードとともにソース管理にコミットする必要があるからです。そうしないと、
他の環境 (CI パイプラインなど) でのデプロイで一貫性のない結果が生成される可能性がありま
す。
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コンテキスト値は、それを作成した構成にスコープされます。子構成には表示されますが、親や兄弟に
は表示されません。AWS CDKツールキット (cdkコマンド) によって設定されたコンテキスト値は、--
contextファイルまたはオプションから自動的に設定できます。これらのソースからのコンテキスト値
は、Appコンストラクトに暗黙的に設定されます。そのため、アプリ内のすべてのスタックのすべての構
成に表示されます。

construct.node.tryGetContextアプリはメソッドを使用してコンテキスト値を読み取ることができ
ます。要求されたエントリが現在のコンストラクトまたはその親コンストラクトのいずれにも見つからな
い場合、結果はになりますundefined。(あるいは、PythonNone などの言語と同等の結果になることもあ
ります)。

context メソッド
は、AWS CDKAWS CDKAWSアプリが環境からコンテキスト情報を取得できるようにする複数のコンテキ
ストメソッドをサポートしています。たとえば、Stack.AvailabilityZones メソッドを使用して、AWS特定
のアカウントとリージョンで利用可能なアベイラビリティーゾーンのリストを取得できます。

コンテキストメソッドは次のとおりです。

HostedZone. 検索から

アカウントのホストゾーンを取得します。
スタック. アベイラビリティーゾーン

サポートされているアベイラビリティーゾーンを取得します。
StringParameter.valueFromLookup

現在のリージョンの Amazon EC2 Systems Manager Parameter Store から値を取得します。
VPC. 検索から

アカウント内の既存の Amazon 仮想プライベートクラウドを取得します。
LookupMachineImage

Amazon Virtual Private Cloud 内の NAT インスタンスで使用するマシンイメージを検索します。

必要なコンテキスト値がない場合、AWS CDKアプリはコンテキスト情報が不足していることをCDK 
Toolkitに通知します。次に、AWS CLIは現在のアカウントに情報を照会し、cdk.context.json結果の
コンテキスト情報をファイルに保存します。次に、AWS CDKコンテキスト値を使用してアプリを再度実
行します。

コンテキストの表示と管理
cdk contextコマンドを使用して、cdk.context.jsonファイル内の情報を表示および管理します。この
情報を表示するには、cdk contextオプションなしでコマンドを使用してください。出力は次のようになり
ます。

Context found in cdk.json:

#############################################################################################################################
# # # Key                                                         # Value                   
                                 #
#############################################################################################################################
# 1 # availability-zones:account=123456789012:region=eu-central-1 # [ "eu-central-1a", "eu-
central-1b", "eu-central-1c" ]   #
#############################################################################################################################
# 2 # availability-zones:account=123456789012:region=eu-west-1    # [ "eu-west-1a", "eu-
west-1b", "eu-west-1c" ]            #
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AWS CDK--contextツールキットフラグ

#############################################################################################################################

Run cdk context --reset KEY_OR_NUMBER to remove a context key. If it is a cached value, it 
 will be refreshed on the next cdk synth.

コンテキスト値を削除するには、cdk context --reset値に対応するキーまたは番号を指定して実行します。
次の例では、前の例の 2 番目のキーに対応する値を削除します。この値は、欧州 (アイルランド) リージョ
ンのアベイラビリティーゾーンのリストを表します。

cdk context --reset 2

Context value
availability-zones:account=123456789012:region=eu-west-1
reset. It will be refreshed on the next SDK synthesis run.

そのため、Amazon Linux AMI の最新バージョンに更新する場合は、前の例を使用してコンテキスト値を
制御的に更新し、リセットしてください。次に、アプリを合成して再度デプロイします。

cdk synth

アプリに保存されているコンテキスト値をすべて消去するにはcdk context --clear、次のように実行しま
す。

cdk context --clear

cdk.context.jsonに保存されているコンテキスト値のみをリセットまたはクリアできます。AWS CDK
は他のコンテキスト値には影響しません。そのため、これらのコマンドを使用してコンテキスト値がリ
セットされないようにするには、cdk.json値をにコピーするとよいでしょう。

AWS CDK--contextツールキットフラグ
合成またはデプロイ中にランタイムコンテキスト値を CDK アプリに渡すには、--context (-c略して) オ
プションを使用します。

cdk synth --context key=value MyStack

複数のコンテキスト値を指定するには、毎回キーと値のペアを 1 つずつ指定して、--contextオプションを
何度でも繰り返します。

cdk synth --context key1=value1 --context key2=value2 MyStack

複数のスタックを合成する場合、指定されたコンテキスト値がすべてのスタックに渡されます。個々のス
タックに異なるコンテキスト値を提供するには、値に異なるキーを使用するか、cdk synthcdk deployまた
はコマンドを複数使用します。

コマンドラインから渡されるコンテキスト値は常に文字列です。値が通常他のタイプの場合は、値を変換
または解析するコードを準備しておく必要があります。文字列以外のコンテキスト値は他の方法 (たとえ
ば、incdk.context.json) で提供されている場合があります。この種の値が期待どおりに機能すること
を確認するには、変換する前に値が文字列であることを確認してください。

例
以下は、AWS CDKコンテキストを使用して既存の Amazon VPC を使用する例です。
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TypeScript

import * as cdk from 'aws-cdk-lib';
import * as ec2 from 'aws-cdk-lib/aws-ec2';
import { Construct } from 'constructs';

export class ExistsVpcStack extends cdk.Stack { 

  constructor(scope: Construct, id: string, props?: cdk.StackProps) { 
   
    super(scope, id, props); 
     
    const vpcid = this.node.tryGetContext('vpcid'); 
    const vpc = ec2.Vpc.fromLookup(this, 'VPC', { 
      vpcId: vpcid, 
    }); 
     
    const pubsubnets = vpc.selectSubnets({subnetType: ec2.SubnetType.PUBLIC}); 
     
    new cdk.CfnOutput(this, 'publicsubnets', { 
      value: pubsubnets.subnetIds.toString(), 
    }); 
  }
}

JavaScript

const cdk = require('aws-cdk-lib');
const ec2 = require('aws-cdk-lib/aws-ec2');

class ExistsVpcStack extends cdk.Stack { 

  constructor(scope, id, props) { 
   
    super(scope, id, props); 
     
    const vpcid = this.node.tryGetContext('vpcid'); 
    const vpc = ec2.Vpc.fromLookup(this, 'VPC', { 
      vpcId: vpcid 
    }); 
     
    const pubsubnets = vpc.selectSubnets({subnetType: ec2.SubnetType.PUBLIC}); 
     
    new cdk.CfnOutput(this, 'publicsubnets', { 
      value: pubsubnets.subnetIds.toString() 
    }); 
  }
}

module.exports = { ExistsVpcStack }

Python

import aws_cdk as cdk
import aws_cdk.aws_ec2 as ec2
from constructs import Construct

class ExistsVpcStack(cdk.Stack): 

    def __init__(scope: Construct, id: str, **kwargs): 
   
        super().__init__(scope, id, **kwargs) 
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        vpcid = self.node.try_get_context("vpcid") 
        vpc = ec2.Vpc.from_lookup(self, "VPC", vpc_id=vpcid) 
     
        pubsubnets = vpc.select_subnets(subnetType=ec2.SubnetType.PUBLIC) 
     
        cdk.CfnOutput(self, "publicsubnets", 
            value=pubsubnets.subnet_ids.to_string())

Java

import software.amazon.awscdk.CfnOutput;

import software.amazon.awscdk.services.ec2.Vpc;
import software.amazon.awscdk.services.ec2.VpcLookupOptions;
import software.amazon.awscdk.services.ec2.SelectedSubnets;
import software.amazon.awscdk.services.ec2.SubnetSelection;
import software.amazon.awscdk.services.ec2.SubnetType;
import software.constructs.Construct;

public class ExistsVpcStack extends Stack { 
    public ExistsVpcStack(Construct context, String id) { 
        this(context, id, null); 
    } 
     
    public ExistsVpcStack(Construct context, String id, StackProps props) { 
        super(context, id, props); 
         
        String vpcId = (String)this.getNode().tryGetContext("vpcid"); 
        Vpc vpc = (Vpc)Vpc.fromLookup(this, "VPC", VpcLookupOptions.builder() 
                .vpcId(vpcId).build()); 

        SelectedSubnets pubSubNets = vpc.selectSubnets(SubnetSelection.builder() 
                .subnetType(SubnetType.PUBLIC).build()); 
         
        CfnOutput.Builder.create(this, "publicsubnets") 
                .value(pubSubNets.getSubnetIds().toString()).build();                 
    }
}

C#

using Amazon.CDK;
using Amazon.CDK.AWS.EC2;
using Constructs;

class ExistsVpcStack : Stack
{ 
    public ExistsVpcStack(Construct scope, string id, StackProps props) : base(scope, 
 id, props) 
    { 
        var vpcId = (string)this.Node.TryGetContext("vpcid"); 
        var vpc = Vpc.FromLookup(this, "VPC", new VpcLookupOptions 
        { 
            VpcId = vpcId 
        }); 

        SelectedSubnets pubSubNets = vpc.SelectSubnets([new SubnetSelection 
        { 
            SubnetType = SubnetType.PUBLIC 
        }]); 

        new CfnOutput(this, "publicsubnets", new CfnOutputProps { 
            Value = pubSubNets.SubnetIds.ToString() 
        }); 
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    }
}

cdk diffを使用して、コンテキスト値を渡した場合の結果をコマンドラインで確認できます。

cdk diff -c vpcid=vpc-0cb9c31031d0d3e22

Stack ExistsvpcStack
Outputs
[+] Output publicsubnets publicsubnets: 
 {"Value":"subnet-06e0ea7dd302d3e8f,subnet-01fc0acfb58f3128f"}

結果のコンテキスト値は、次のように表示できます。

cdk context -j

{ 
  "vpc-provider:account=123456789012:filter.vpc-id=vpc-0cb9c31031d0d3e22:region=us-east-1": 
 { 
    "vpcId": "vpc-0cb9c31031d0d3e22", 
    "availabilityZones": [ 
      "us-east-1a", 
      "us-east-1b" 
    ], 
    "privateSubnetIds": [ 
      "subnet-03ecfc033225be285", 
      "subnet-0cded5da53180ebfa" 
    ], 
    "privateSubnetNames": [ 
      "Private" 
    ], 
    "privateSubnetRouteTableIds": [ 
      "rtb-0e955393ced0ada04", 
      "rtb-05602e7b9f310e5b0" 
    ], 
    "publicSubnetIds": [ 
      "subnet-06e0ea7dd302d3e8f", 
      "subnet-01fc0acfb58f3128f" 
    ], 
    "publicSubnetNames": [ 
      "Public" 
    ], 
    "publicSubnetRouteTableIds": [ 
      "rtb-00d1fdfd823c82289", 
      "rtb-04bb1969b42969bcb" 
    ] 
  }
}

機能フラグ
AWS CDKは機能フラグを使用して、リリースで機能しなくなる可能性のある動作を可能にします。the 
section called “Context” (p. 185)フラグは値としてcdk.json (または~/.cdk.json) に保存されま
す。cdk context --resetcdk context --clearこれらはまたはコマンドでは削除されません。

機能フラグはデフォルトでは無効になっています。フラグを指定しない既存のプロジェクトは、AWS 
CDK今後のリリースでも以前と同じように機能します。cdk initインクルードフラグを使用して作成さ
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れた新しいプロジェクトは、プロジェクトを作成したリリースで使用可能なすべての機能を有効にしま
す。cdk.json編集して、以前の動作を希望するフラグをすべて無効にします。アップグレード後にフラ
グを追加して新しい動作を有効にすることもできますAWS CDK。

CHANGELOGそのリリースに追加された新しい機能フラグの説明については、各リリースのを参照してくだ
さい。AWS CDKfeatures.tsソースファイルには、現在のすべての機能フラグの完全なリストが記載さ
れています。

フラグ付き機能の有効化
true以下の機能フラグを設定して、説明した動作を有効にすることができます。

@aws-cdk/core:checkSecretUsage

Secrets Manager 値を安全でない場所で使用できないようにします。
@aws-cdk/aws-lambda:recognizeLayerVersion

Lambda 関数に関連付けられたレイヤーを更新すると、新しいバージョンの関数が作成されることを
確認します。

@aws-cdk/core:target-partitions

Amazon EC2 Systems Manager のサービスプリンシパルが正しく生成されていることを確認します。
@aws-cdk-containers/ecs-service-extensions:enableDefaultLogDriver

サービス拡張コンテナへのログインをデフォルトで有効にします。
@aws-cdk/aws-ec2:uniqueImdsv2TemplateName

生成された名前が一意であることを確認します。InstanceRequireImdsv2Aspect
@aws-cdk/aws-iam:minimizePolicies

IAM ポリシーの作成はできるだけ少なくしてください。
@aws-cdk/aws-sns-subscriptions:restrictSqsDecryption

Amazon SNS トピックに登録されている Amazon SQS キューでは、復号化権限を Amazon SNS 全体
ではなくトピックのみに制限します。

@aws-cdk/aws-s3:createDefaultLoggingPolicy

デプロイ時にバケットポリシーを自動的に作成するサービスで S3 バケットを使用する場合は、AWS 
CDK必要なポリシーを設定してもらいます。

@aws-cdk/aws-codepipeline:crossAccountKeyAliasStackSafeResourceName

クロスアカウントキーエイリアスがパイプライン内で一意であることを確認してください。
@aws-cdk/core:validateSnapshotRemovalPolicy

SNAPSHOT削除ポリシーが特定のリソースでサポートされていない場合、AWS CDKは合成時に失敗し
ます。

@aws-cdk/aws-ecs:arnFormatIncludesClusterName

Amazon EC2 または Fargate クラスターをインポートするときは、新しい ARN フォーマットを使用
してください。

フラグ付き機能の無効化
CDK v2 では、特定の動作を v1 のデフォルトに戻すための機能フラグがいくつかサポートされています。
次のフラグをに設定するとfalse、AWS CDK特定の v1 動作に戻ります。cdk diffコマンドを使用して
合成テンプレートへの変更を調べ、これらのフラグのいずれかが必要かどうかを確認します。
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@aws-cdk/aws-apigateway:usagePlanKeyOrderInsensitiveId

アプリケーションが複数Amazon API Gateway API キーを使用し、それらを使用プランに関連付ける
場合。

@aws-cdk/aws-rds:lowercaseDbIdentifier

アプリケーションが Amazon RDS データベースインスタンスまたはデータベースクラスターを使用
し、これらの識別子を明示的に指定する場合。

@aws-cdk/aws-cloudfront:defaultSecurityPolicyTLSv1.2_2021

Amazon CloudFrontアプリケーションがディストリビューションで TLS_V1_2_2019 セキュリティポ
リシーを使用している場合。CDK v2 はデフォルトでセキュリティポリシー TLSv1.2_2021 を使用し
ます。

@aws-cdk/core:stackRelativeExports

アプリケーションが複数のスタックを使用していて、あるスタックのリソースを別のスタックで参照
する場合、AWS CloudFormationこれによってエクスポートの作成に絶対パスを使用するか相対パス
を使用するかが決まります。

@aws-cdk/aws-lambda:recognizeVersionProps

に設定するとfalse、Lambda 関数が変更されたかどうかを検出するときに CDK にメタデータが含ま
れます。これにより、メタデータのみが変更された場合、重複したバージョンは許可されないため、
デプロイが失敗する可能性があります。

cdk.jsonこれらのフラグを元に戻すための構文を以下に示します。

{ 
  "context": { 
    "@aws-cdk/aws-apigateway:usagePlanKeyOrderInsensitiveId": false, 
    "@aws-cdk/aws-cloudfront:defaultSecurityPolicyTLSv1.2_2021": false, 
    "@aws-cdk/aws-rds:lowercaseDbIdentifier": false, 
    "@aws-cdk/core:stackRelativeExports": false, 
  }
}

側面
アスペクトは、特定のスコープ内のすべての構成に操作を適用する方法です。このアスペクトは、タグを
追加するなどして構成を変更する可能性があります。あるいは、すべてのバケットが暗号化されているこ
とを確認するなど、構成の状態について何かを検証することもできます。

同じスコープ内の構成とすべての構成にアスペクトを適用するには、次の例に示すよう
に、Aspects.of(SCOPE).add()新しいアスペクトを使用してを呼び出します。

TypeScript

Aspects.of(myConstruct).add(new SomeAspect(...));

JavaScript

Aspects.of(myConstruct).add(new SomeAspect(...));

Python

Aspects.of(my_construct).add(SomeAspect(...))
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Java

Aspects.of(myConstruct).add(new SomeAspect(...));

C#

Aspects.Of(myConstruct).add(new SomeAspect(...));

AWS CDKはアスペクトを使用してリソースにタグを付けますが (p. 155)、フレームワークは他の目的に
も使用できます。たとえば、これを使用して、AWS CloudFormation上位レベルの構成によって自動的に
定義されているリソースを検証または変更できます。

アスペクトの詳細
アスペクトはビジターパターンを採用しています。アスペクトは、以下のインターフェースを実装するク
ラスです。

TypeScript

interface IAspect { 
   visit(node: IConstruct): void;}

JavaScript

JavaScript 言語機能としてのインターフェースはありません。したがって、アスペクトと
は、visit操作対象のノードを受け入れるメソッドを持つクラスのインスタンスにすぎません。

Python

Python には言語機能としてのインターフェースはありません。したがって、アスペクトと
は、visit操作対象のノードを受け入れるメソッドを持つクラスのインスタンスにすぎません。

Java

public interface IAspect { 
    public void visit(Construct node);
}

C#

public interface IAspect
{ 
    void Visit(IConstruct node);
}

呼び出すとAspects.of(SCOPE).add(...)、コンストラクトはアスペクトの内部リストにアスペクトを
追加します。リストは次の方法で取得できますAspects.of(SCOPE)。

準備段階では (p. 105)、AWS CDKvisitは構成とその各子オブジェクトのメソッドをトップダウン順に
呼び出します。

visitメソッドは、コンストラクト内の内容を変更できるようになります。厳密に型指定された言語で
は、受信した構造をより具体的な型にキャストしてから、構造固有のプロパティまたはメソッドにアクセ
スします。
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Stagesアスペクトは自己完結型であり、定義後は変更できないため、Stage構成の境界を越えて伝播する
ことはありません。Stage内部の構成にアクセスしてもらいたい場合は、構成自体 (またはそれ以下) にア
スペクトを適用しますStage。

例
次の例では、スタックに作成されたすべてのバケットでバージョニングが有効になっていることを検証し
ます。このアスペクトは、検証に失敗した構成にエラー注釈を追加します。その結果、synth操作が失敗
し、作成されたクラウドアセンブリをデプロイできなくなります。

TypeScript

class BucketVersioningChecker implements IAspect { 
  public visit(node: IConstruct): void { 
    // See that we're dealing with a CfnBucket 
    if (node instanceof s3.CfnBucket) { 

      // Check for versioning property, exclude the case where the property 
      // can be a token (IResolvable). 
      if (!node.versioningConfiguration 
        || (!Tokenization.isResolvable(node.versioningConfiguration) 
            && node.versioningConfiguration.status !== 'Enabled') { 
        Annotations.of(node).addError('Bucket versioning is not enabled'); 
      } 
    } 
  }
}

// Later, apply to the stack
Aspects.of(stack).add(new BucketVersioningChecker());

JavaScript

class BucketVersioningChecker { 
   visit(node) { 
    // See that we're dealing with a CfnBucket 
    if ( node instanceof s3.CfnBucket) { 

      // Check for versioning property, exclude the case where the property 
      // can be a token (IResolvable). 
      if (!node.versioningConfiguration 
        || !Tokenization.isResolvable(node.versioningConfiguration) 
            && node.versioningConfiguration.status !== 'Enabled') { 
        Annotations.of(node).addError('Bucket versioning is not enabled'); 
      } 
    } 
  }
}

// Later, apply to the stack
Aspects.of(stack).add(new BucketVersioningChecker());

Python

@jsii.implements(cdk.IAspect)
class BucketVersioningChecker: 

  def visit(self, node): 
    # See that we're dealing with a CfnBucket 
    if isinstance(node, s3.CfnBucket): 

      # Check for versioning property, exclude the case where the property 
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      # can be a token (IResolvable). 
      if (not node.versioning_configuration or 
              not Tokenization.is_resolvable(node.versioning_configuration) 
                  and node.versioning_configuration.status != "Enabled"): 
          Annotations.of(node).add_error('Bucket versioning is not enabled')

# Later, apply to the stack
Aspects.of(stack).add(BucketVersioningChecker())

Java

public class BucketVersioningChecker implements IAspect
{ 
    @Override 
    public void visit(Construct node) 
    { 
        // See that we're dealing with a CfnBucket 
        if (node instanceof CfnBucket) 
        { 
            CfnBucket bucket = (CfnBucket)node; 
            Object versioningConfiguration = bucket.getVersioningConfiguration(); 
            if (versioningConfiguration == null || 
                    !Tokenization.isResolvable(versioningConfiguration.toString()) && 
                    !versioningConfiguration.toString().contains("Enabled")) 
                Annotations.of(bucket.getNode()).addError("Bucket versioning is not 
 enabled"); 
        } 
    }
}

// Later, apply to the stack
Aspects.of(stack).add(new BucketVersioningChecker());

C#

class BucketVersioningChecker : Amazon.Jsii.Runtime.Deputy.DeputyBase, IAspect
{ 
    public void Visit(IConstruct node) 
    { 
        // See that we're dealing with a CfnBucket 
        if (node is CfnBucket) 
        { 
            var bucket = (CfnBucket)node; 
            if (bucket.VersioningConfiguration is null || 
                    !Tokenization.IsResolvable(bucket.VersioningConfiguration) && 
                    !bucket.VersioningConfiguration.ToString().Contains("Enabled")) 
                Annotations.Of(bucket.Node).AddError("Bucket versioning is not 
 enabled"); 
        } 
    }
}

// Later, apply to the stack
Aspects.Of(stack).add(new BucketVersioningChecker());

ブートストラッピング
ブートストラップは、AWS CDKAWS CDKAWSアプリケーションを環境にデプロイする前にリソースを
プロビジョニングするプロセスです (p. 114)。(AWSAWS環境はアカウントとリージョンの組み合わせで
す)。
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これらのリソースには、ファイルを保存するための Amazon S3 バケットや、デプロイの実行に必要なア
クセス権限を付与する IAM ロールが含まれます。

必要なリソースは、AWS CloudFormationブートストラップスタックと呼ばれるスタックで定義さ
れ、CDKToolkit通常は名前が付けられます。AWS CloudFormation他のスタックと同様に、AWS 
CloudFormationデプロイされるとコンソールに表示されます。

Note

CDK v2 は、モダンテンプレートと呼ばれるブートストラップテンプレートを使用します。CDK 
v1 のレガシーテンプレートは v2 ではサポートされていません。

環境は独立しています。複数の環境 (AWS異なるアカウントまたは同じアカウント内の異なるリージョン) 
にデプロイする場合は、各環境を個別にブートストラップする必要があります。

Important

AWSブートストラップされたリソースに保存されているデータには料金が発生する可能性があり
ます。

Note

AWS KMS key以前のバージョンのブートストラップテンプレートでは、ブートストラップ環境
ごとにがデフォルトで作成されていました。KMS キーに課金されないようにするには、--no-
bootstrap-customer-keyを使用してこれらの環境を再ブートストラップしてください。現在
のデフォルトではKMSキーがないため、このような請求を回避できます。

AWS CDK必要なリソースがない環境にアプリケーションをデプロイしようとすると、環境をブートスト
ラップするように促すエラーメッセージが表示されます。

CDK Pipelines を使用して別のアカウントの環境にデプロイしているときに、次のようなメッセージが表
示される場合

Policy contains a statement with one or more invalid principals

このエラーメッセージは、適切な IAM ロールが他の環境に存在しないことを意味します。最も可能性の高
い原因は、ブートストラップの欠如です。

Note

CDK Pipelines を使用してそのアカウントにデプロイしている場合は、アカウントのブートスト
ラップスタックを削除して再作成しないでください。パイプラインは動作を停止します。ブート
ストラップスタックを新しいバージョンに更新するには、cdk bootstrap代わりに再実行して
ブートストラップスタックを所定の位置に更新します。

ブートストラップ
ブートストラップとは、AWS特定の環境 (アカウントとリージョン)AWS CloudFormation にテンプレー
トをデプロイすることです。ブートストラップテンプレートは、ブートストラップリソースの一部の側面
をカスタマイズするパラメータを受け入れます (を参照the section called “ブートストラップのカスタマイ
ズ” (p. 200))。したがって、ブートストラップには、次の 2 つの方法があります。

• AWS CDKcdk bootstrapツールキットのコマンドを使用してください。これは最も簡単な方法で、ブー
トストラップする環境が少ない場合に適しています。

• AWS CDKツールキットから提供されたテンプレートを、AWS CloudFormation別のデプロイツールを使
用してデプロイします。これにより、AWS CloudFormation StackSets またはだけでなくAWS Control 
Tower、AWS CloudFormationコンソールまたはも使用できますAWS CLI。展開前にテンプレートに小さ
な変更を加えることができます。このアプローチはより柔軟で、大規模な導入に適しています。
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環境を複数回ブートストラップしてもエラーにはなりません。ブートストラップする環境がすでにブート
ストラップされている場合、そのブートストラップスタックは必要に応じてアップグレードされます。そ
うしないと、何も起こりません。

AWS CDKツールキットによるブートストラップ
cdk bootstrapコマンドを使用して 1AWS つ以上の環境をブートストラップします。基本的な形式で
は、このコマンドは 1AWS つ以上の指定された環境 (この例では 2 つ) をブートストラップします。

cdk bootstrap aws://ACCOUNT-NUMBER-1/REGION-1 aws://ACCOUNT-NUMBER-2/REGION-2 ...

次の例は、それぞれ 1 つと 2 つの環境のブートストラップを示しています。(AWSどちらも同じアカウン
トを使用します。) 2 番目の例に示すように、aws://環境を指定する場合のプレフィックスはオプション
です。

cdk bootstrap aws://123456789012/us-east-1
cdk bootstrap 123456789012/us-east-1 123456789012/us-west-1

CDK ToolkitAWS CDK は常に現在のディレクトリにあるアプリを合成します。cdk bootstrapコマンド
で少なくとも 1 つの環境を指定しない場合、アプリで参照されているすべての環境がブートストラップさ
れます。

スタックが環境に依存しない (つまり、envプロパティを持たない) 場合は、CDK の環境を適用してス
タックを環境固有のものにします。CDK の環境は、--profileまたは環境変数を使用して指定された環境
か、AWSそれ以外の場合はデフォルトの環境です。その後、その環境はブートストラップされます。

たとえば、次のコマンドは、AWS CDKprodAWSプロファイルを使用して現在のアプリを合成し、その環
境をブートストラップします。

cdk bootstrap --profile prod

AWS CloudFormationテンプレートからのブートストラップ
AWS CDKAWS CloudFormationブートストラップはテンプレートによって実行されます。ファイル内のこ
のテンプレートのコピーを取得するにはbootstrap-template.yaml、次のコマンドを実行します。

macOS/Linux

cdk bootstrap --show-template > bootstrap-template.yaml

Windows

Windows では、 PowerShell テンプレートのエンコーディングを保存するためにを使用する必要があ
ります。

powershell "cdk bootstrap --show-template | Out-File -encoding utf8 bootstrap-
template.yaml"

AWS CDK GitHub テンプレートはリポジトリにもあります。

このテンプレートは、cdk bootstrap --template TEMPLATE_FILENAMEAWS CloudFormationまたはお好み
のテンプレート展開メカニズムを使用して展開します。たとえば、次のコマンドは、次のコマンドを使用
してテンプレートをデプロイしますAWS CLI。
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macOS/Linux

aws cloudformation create-stack \ 
  --stack-name CDKToolkit \ 
  --template-body file://bootstrap-template.yaml

Windows

aws cloudformation create-stack ^ 
  --stack-name CDKToolkit ^ 
  --template-body file://bootstrap-template.yaml

ブートストラップ
前述のように、AWS CDK v1はレガシーとモダンの2つのブートストラップテンプレートをサポートしてい
ました。CDK v2 は最新のテンプレートのみをサポートします。参考までに、これら 2 つのテンプレート
の大まかな違いを以下に示します。

特徴 レガシー (v1 のみ) モダン (v1 および v2)

クロスアカウントデプロイメン
ト

許可されていません 許可

AWS CloudFormationパーミッ
ション

現在のユーザーの権限 (AWSプロ
ファイル、環境変数などによっ
て決まる) を使用してデプロイし
ます

--trustブートストラップス
タックのプロビジョニング時に
指定された権限を使用してデプ
ロイします (たとえば、

バージョニング ブートストラップスタックの
バージョンは 1 つしかありませ
ん

ブートストラップスタックは
バージョン管理されており、
新しいリソースはfuture バー
ジョンで追加される可能性があ
り、AWS CDKアプリには最低限
のバージョンが必要になる可能
性があります

Amazon S3 バケット

AWS KMS key

IAM ロール

Amazon ECR リポジトリ

リソース * Amazon S3 バケット

バージョニングの SSM パラメー
タ

リソース命名 [自動生成] 決定論的

バケット暗号化 デフォルトキー カスタマーマネージドキー

* 必要に応じて、ブートストラップテンプレートにリソースを追加します。

レガシーテンプレートを使用してブートストラップされた環境は、ブートストラップを再実行して CDK 
v2 用の最新テンプレートを使用するようにアップグレードする必要があります。レガシーバケットを削除
する前に、AWS CDK環境内のすべてのアプリケーションを少なくとも 1 回再デプロイしてください。
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ブートストラップのカスタマイズ
ブートストラップリソースをカスタマイズする方法は 2 つあります。

• cdk bootstrapコマンドではコマンドラインパラメータを使用します。これにより、テンプレートの
いくつかの部分を変更できます。

• デフォルトのブートストラップテンプレートを変更し、自分でデプロイします。これにより、ブートス
トラップリソースをより完全に制御できます。

以下のコマンドラインオプションを CDK Toolkit で使用するとcdk bootstrap、ブートストラップテンプ
レートに一般的に必要な調整を行うことができます。

• -bootstrap-bucket-name-Amazon S3 バケットの名前。CDK アプリへの変更が必要な場合があります (を
参照the section called “スタック・シンセサイザー” (p. 201))。

• --bootstrap-kms-key-idS3AWS KMS バケットの暗号化に使用されるキーを上書きします。
• --cloudformation-execution-policiesAWS CloudFormationスタックのデプロイ時に引き受ける

デプロイロールにアタッチする必要がある管理ポリシーの ARN を指定します。デフォルトで
は、AdministratorAccessスタックはポリシーを使用して完全な管理者権限でデプロイされます。

ポリシー ARN は、個々の ARN をカンマで区切って 1 つの文字列引数として渡す必要があります。例:

--cloudformation-execution-policies "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSLambda_FullAccess,arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeDeployFullAccess".

Important

デプロイの失敗を避けるため、指定するポリシーが、ブートストラップ対象の環境で実行する
デプロイに十分であることを確認してください。

• --qualifierは、ブートストラップスタックのすべてのリソースの名前に追加される文字列です。修飾子を
使用すると、を使用して同じ環境で複数のブートストラップスタックをプロビジョニングするときに、
リソース名の衝突を回避できます--toolkit-stack-name。デフォルトはですhnb659fds (この値には意味
がありません)。

修飾子を変更するには、CDK アプリが変更された値をスタックシンセサイザーに渡す必要もあります。
詳細については、「the section called “スタック・シンセサイザー” (p. 201)」を参照してください。

• --tagsブートストラップスタックに 1AWS CloudFormation つ以上のタグを追加します。
• --trustAWSブートストラップ対象の環境にデプロイできるアカウントを一覧表示します。

このフラグは、別の環境の CDK Pipeline がデプロイされる環境をブートストラップするときに使用しま
す。ブートストラップを行うアカウントは常に信頼されています。

• --trust-for-lookupは、AWSブートストラップ中の環境からコンテキスト情報を検索できるアカウントの
一覧です。

このフラグを使用すると、実際にスタックを直接デプロイする権限を与えることなく、環境にデプロイ
されるスタックを合成する権限をアカウントに付与できます。

• --termination-protectionブートストラップスタックが削除されないようにします。詳細については、
『AWS CloudFormationユーザーガイド』の「スタックが削除されないように保護する」を参照してく
ださい。

Important

最新のブートストラップテンプレートでは、AWS--trustによって暗示される権限がリスト内
のどのアカウントにも効果的に付与されます。--cloudformation-execution-policiesデ
フォルトでは、これにより、ブートストラップアカウント内の任意のリソースに対する読み取り
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と書き込みの権限が拡張されます。ブートストラップスタックには、使い慣れたポリシーと信頼
できるアカウントを設定してください (p. 200)。

テンプレートのカスタマイズ
AWS CDKToolkit スイッチが提供できる以上のカスタマイズが必要な場合は、ブートストラップテンプ
レートをニーズに合わせて変更できます。--show-templateテンプレートはフラグを使用して取得できるこ
とを忘れないでください。

cdk bootstrap --show-template

変更を加える場合は、ブートストラップテンプレート契約に従う必要があります (p. 207)。

で説明されているようにthe section called “AWS CloudFormationテンプレートからのブートストラッ
プ” (p. 198)、またはを使用して、cdk bootstrap --template変更したテンプレートをデプロイします。

cdk bootstrap --template bootstrap-template.yaml

スタック・シンセサイザー
デプロイ可能なスタックを正常に合成するには、AWS CDKアプリで使用可能なブートストラップリソー
スをアプリが把握している必要があります。スタックシンセサイザーは、AWS CDKスタックのテンプ
レートの合成方法を制御するクラスです。これには、ブートストラップリソースの使用方法 (ブートスト
ラップバケットに保存されているアセットを参照する方法など) が含まれます。

AWS CDKDefaultStackSynthesizerのビルトインスタックシンセサイザーが呼び出されます。クロス
アカウントデプロイと CDK Pipelines (p. 281) デプロイの機能が含まれています。

synthesizerプロパティを使用してスタックシンセサイザーをインスタンス化するときに、スタックシン
セサイザーをスタックに渡すことができます。

TypeScript

new MyStack(this, 'MyStack', { 
  // stack properties 
  synthesizer: new DefaultStackSynthesizer({ 
    // synthesizer properties 
  }),
});

JavaScript

new MyStack(this, 'MyStack', { 
  // stack properties 
  synthesizer: new DefaultStackSynthesizer({ 
    // synthesizer properties 
  }),
});

Python

MyStack(self, "MyStack", 
    # stack properties 
    synthesizer=DefaultStackSynthesizer( 
        # synthesizer properties
))
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Java

new MyStack(app, "MyStack", StackProps.builder() 
    // stack properties 
  .synthesizer(DefaultStackSynthesizer.Builder.create() 
    // synthesizer properties 
    .build()) 
  .build();

C#

new MyStack(app, "MyStack", new StackProps
// stack properties
{ 
    Synthesizer = new DefaultStackSynthesizer(new DefaultStackSynthesizerProps 
    { 
        // synthesizer properties 
    })
});

synthesizerプロパティを指定しない場合は、DefaultStackSynthesizerが使用されます。

合成のカスタマイズ
bootstrap テンプレートに加えた変更によっては、合成をカスタマイズする必要もあります。
はDefaultStackSynthesizer、以下のプロパティを使用してカスタマイズできます。

これらのプロパティのどれも必要なカスタマイズを提供しない場合は、シンセサイザーを実装するクラ
スIStackSynthesizer (おそらくから派生したクラスDefaultStackSynthesizer) として記述できま
す。

修飾子の変更
修飾子は、個別のブートストラップスタック内のリソースを区別するために、ブートストラップリソース
の名前に追加されます。同じ環境 (AWSアカウントとリージョン) に 2 つの異なるバージョンのブートスト
ラップスタックをデプロイするには、スタックに異なる修飾子が必要です。

この機能は、CDK 自体の自動テスト間で名前を分離することを目的としています。AWS CloudFormation
実行ロールに与えられる IAM 権限の範囲をきわめて正確に絞り込めない限り、1 つのアカウントに 2 つの
異なるブートストラップスタックがあっても権限分離のメリットはありません。したがって、通常、この
値を変更する必要はありません。

修飾子を変更するには、次のプロパティを使用してシンセサイザーをインスタンス化し
て、DefaultStackSynthesizerどちらかを設定します。

TypeScript

new MyStack(this, 'MyStack', { 
  synthesizer: new DefaultStackSynthesizer({ 
    qualifier: 'MYQUALIFIER', 
  }),
});

JavaScript

new MyStack(this, 'MyStack', { 
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  synthesizer: new DefaultStackSynthesizer({ 
    qualifier: 'MYQUALIFIER', 
  }),
})

Python

MyStack(self, "MyStack", 
    synthesizer=DefaultStackSynthesizer( 
        qualifier="MYQUALIFIER"
))

Java

new MyStack(app, "MyStack", StackProps.builder() 
  .synthesizer(DefaultStackSynthesizer.Builder.create() 
    .qualifier("MYQUALIFIER") 
    .build()) 
  .build();

C#

new MyStack(app, "MyStack", new StackProps
{ 
    Synthesizer = new DefaultStackSynthesizer(new DefaultStackSynthesizerProps 
    { 
        Qualifier = "MYQUALIFIER" 
    })
});

または、修飾子をコンテキストキーとして設定しますcdk.json。

{ 
  "app": "...", 
  "context": { 
    "@aws-cdk/core:bootstrapQualifier": "MYQUALIFIER" 
  }
}

リソース名の変更
DefaultStackSynthesizer他のすべてのプロパティは、ブートストラップテンプレート内のリソース
の名前に関連しています。これらのプロパティのいずれかを指定する必要があるのは、ブートストラップ
テンプレートを変更し、リソース名または命名スキームを変更した場合のみです。

すべてのプロパティで特殊なプレースホル
ダー${Qualifier}、${AWS::Partition}、${AWS::AccountId}、を使用できま
す${AWS::Region}。これらのプレースホルダーは、qualifierそれぞれパラメーターの値、AWSス
タックの環境のパーティション、アカウント ID、リージョンの値に置き換えられます。

次の例は、シンセサイザーをインスタンス化するかのように、で最も一般的に使用されるプロパ
ティとそのデフォルト値を示しています。DefaultStackSynthesizer詳細な一覧については、
「DefaultStackSynthesizerProps」を参照してください。

TypeScript

new DefaultStackSynthesizer({ 
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  // Name of the S3 bucket for file assets 
  fileAssetsBucketName: 'cdk-${Qualifier}-assets-${AWS::AccountId}-${AWS::Region}', 
  bucketPrefix: '', 

  // Name of the ECR repository for Docker image assets 
  imageAssetsRepositoryName: 'cdk-${Qualifier}-container-assets-${AWS::AccountId}-
${AWS::Region}', 

  // ARN of the role assumed by the CLI and Pipeline to deploy here 
  deployRoleArn: 'arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:role/cdk-${Qualifier}-
deploy-role-${AWS::AccountId}-${AWS::Region}', 
  deployRoleExternalId: '', 

  // ARN of the role used for file asset publishing (assumed from the deploy role) 
  fileAssetPublishingRoleArn: 'arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:role/cdk-
${Qualifier}-file-publishing-role-${AWS::AccountId}-${AWS::Region}', 
  fileAssetPublishingExternalId: '', 

  // ARN of the role used for Docker asset publishing (assumed from the deploy role) 
  imageAssetPublishingRoleArn: 'arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:role/cdk-
${Qualifier}-image-publishing-role-${AWS::AccountId}-${AWS::Region}', 
  imageAssetPublishingExternalId: '', 

  // ARN of the role passed to CloudFormation to execute the deployments 
  cloudFormationExecutionRole: 'arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:role/cdk-
${Qualifier}-cfn-exec-role-${AWS::AccountId}-${AWS::Region}', 

  // ARN of the role used to look up context information in an environment 
  lookupRoleArn: 'arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:role/cdk-${Qualifier}-
lookup-role-${AWS::AccountId}-${AWS::Region}', 
  lookupRoleExternalId: '', 

  // Name of the SSM parameter which describes the bootstrap stack version number 
  bootstrapStackVersionSsmParameter: '/cdk-bootstrap/${Qualifier}/version', 

  // Add a rule to every template which verifies the required bootstrap stack version 
  generateBootstrapVersionRule: true,

})

JavaScript

new DefaultStackSynthesizer({ 
  // Name of the S3 bucket for file assets 
  fileAssetsBucketName: 'cdk-${Qualifier}-assets-${AWS::AccountId}-${AWS::Region}', 
  bucketPrefix: '', 

  // Name of the ECR repository for Docker image assets 
  imageAssetsRepositoryName: 'cdk-${Qualifier}-container-assets-${AWS::AccountId}-
${AWS::Region}', 

  // ARN of the role assumed by the CLI and Pipeline to deploy here 
  deployRoleArn: 'arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:role/cdk-${Qualifier}-
deploy-role-${AWS::AccountId}-${AWS::Region}', 
  deployRoleExternalId: '', 

  // ARN of the role used for file asset publishing (assumed from the deploy role) 
  fileAssetPublishingRoleArn: 'arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:role/cdk-
${Qualifier}-file-publishing-role-${AWS::AccountId}-${AWS::Region}', 
  fileAssetPublishingExternalId: '', 

  // ARN of the role used for Docker asset publishing (assumed from the deploy role) 
  imageAssetPublishingRoleArn: 'arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:role/cdk-
${Qualifier}-image-publishing-role-${AWS::AccountId}-${AWS::Region}', 
  imageAssetPublishingExternalId: '', 
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  // ARN of the role passed to CloudFormation to execute the deployments 
  cloudFormationExecutionRole: 'arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:role/cdk-
${Qualifier}-cfn-exec-role-${AWS::AccountId}-${AWS::Region}', 

  // ARN of the role used to look up context information in an environment 
  lookupRoleArn: 'arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:role/cdk-${Qualifier}-
lookup-role-${AWS::AccountId}-${AWS::Region}', 
  lookupRoleExternalId: '', 

  // Name of the SSM parameter which describes the bootstrap stack version number 
  bootstrapStackVersionSsmParameter: '/cdk-bootstrap/${Qualifier}/version', 

  // Add a rule to every template which verifies the required bootstrap stack version 
  generateBootstrapVersionRule: true,
})

Python

DefaultStackSynthesizer( 
  # Name of the S3 bucket for file assets 
  file_assets_bucket_name="cdk-${Qualifier}-assets-${AWS::AccountId}-${AWS::Region}", 
  bucket_prefix="", 

  # Name of the ECR repository for Docker image assets 
  image_assets_repository_name="cdk-${Qualifier}-container-assets-${AWS::AccountId}-
${AWS::Region}", 

  # ARN of the role assumed by the CLI and Pipeline to deploy here 
  deploy_role_arn="arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:role/cdk-${Qualifier}-
deploy-role-${AWS::AccountId}-${AWS::Region}", 
  deploy_role_external_id="", 

  # ARN of the role used for file asset publishing (assumed from the deploy role) 
  file_asset_publishing_role_arn="arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:role/
cdk-${Qualifier}-file-publishing-role-${AWS::AccountId}-${AWS::Region}", 
  file_asset_publishing_external_id="", 

  # ARN of the role used for Docker asset publishing (assumed from the deploy role) 
  image_asset_publishing_role_arn="arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:role/
cdk-${Qualifier}-image-publishing-role-${AWS::AccountId}-${AWS::Region}", 
  image_asset_publishing_external_id="", 

  # ARN of the role passed to CloudFormation to execute the deployments 
  cloud_formation_execution_role="arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:role/
cdk-${Qualifier}-cfn-exec-role-${AWS::AccountId}-${AWS::Region}", 

  # ARN of the role used to look up context information in an environment 
  lookup_role_arn="arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:role/cdk-${Qualifier}-
lookup-role-${AWS::AccountId}-${AWS::Region}", 
  lookup_role_external_id="", 
   
  # Name of the SSM parameter which describes the bootstrap stack version number 
  bootstrap_stack_version_ssm_parameter="/cdk-bootstrap/${Qualifier}/version", 

  # Add a rule to every template which verifies the required bootstrap stack version 
  generate_bootstrap_version_rule=True,
)

Java

DefaultStackSynthesizer.Builder.create() 
    // Name of the S3 bucket for file assets 
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    .fileAssetsBucketName("cdk-${Qualifier}-assets-${AWS::AccountId}-${AWS::Region}") 
    .bucketPrefix('') 

    // Name of the ECR repository for Docker image assets 
    .imageAssetsRepositoryName("cdk-${Qualifier}-container-assets-${AWS::AccountId}-
${AWS::Region}") 

    // ARN of the role assumed by the CLI and Pipeline to deploy here 
    .deployRoleArn("arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:role/cdk-${Qualifier}-
deploy-role-${AWS::AccountId}-${AWS::Region}") 
    .deployRoleExternalId("") 

    // ARN of the role used for file asset publishing (assumed from the deploy role) 
    .fileAssetPublishingRoleArn("arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:role/cdk-
${Qualifier}-file-publishing-role-${AWS::AccountId}-${AWS::Region}") 
    .fileAssetPublishingExternalId("") 

    // ARN of the role used for Docker asset publishing (assumed from the deploy role) 
    .imageAssetPublishingRoleArn("arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:role/
cdk-${Qualifier}-image-publishing-role-${AWS::AccountId}-${AWS::Region}") 
    .imageAssetPublishingExternalId("") 

    // ARN of the role passed to CloudFormation to execute the deployments 
    .cloudFormationExecutionRole("arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:role/
cdk-${Qualifier}-cfn-exec-role-${AWS::AccountId}-${AWS::Region}") 

    .lookupRoleArn("arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:role/cdk-${Qualifier}-
lookup-role-${AWS::AccountId}-${AWS::Region}") 
    .lookupRoleExternalId("") 

    // Name of the SSM parameter which describes the bootstrap stack version number 
    .bootstrapStackVersionSsmParameter("/cdk-bootstrap/${Qualifier}/version") 

    // Add a rule to every template which verifies the required bootstrap stack version 
    .generateBootstrapVersionRule(true)
.build()

C#

new DefaultStackSynthesizer(new DefaultStackSynthesizerProps
{ 
    // Name of the S3 bucket for file assets 
    FileAssetsBucketName = "cdk-${Qualifier}-assets-${AWS::AccountId}-${AWS::Region}", 
    BucketPrefix = "", 

    // Name of the ECR repository for Docker image assets 
    ImageAssetsRepositoryName = "cdk-${Qualifier}-container-assets-${AWS::AccountId}-
${AWS::Region}", 

    // ARN of the role assumed by the CLI and Pipeline to deploy here 
    DeployRoleArn = "arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:role/cdk-
${Qualifier}-deploy-role-${AWS::AccountId}-${AWS::Region}", 
    DeployRoleExternalId = "", 

    // ARN of the role used for file asset publishing (assumed from the deploy role) 
    FileAssetPublishingRoleArn = "arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:role/
cdk-${Qualifier}-file-publishing-role-${AWS::AccountId}-${AWS::Region}", 
    FileAssetPublishingExternalId = "", 

    // ARN of the role used for Docker asset publishing (assumed from the deploy role) 
    ImageAssetPublishingRoleArn = "arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:role/
cdk-${Qualifier}-image-publishing-role-${AWS::AccountId}-${AWS::Region}", 
    ImageAssetPublishingExternalId = "", 

    // ARN of the role passed to CloudFormation to execute the deployments 
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    CloudFormationExecutionRole = "arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:role/
cdk-${Qualifier}-cfn-exec-role-${AWS::AccountId}-${AWS::Region}", 

    LookupRoleArn = "arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:role/cdk-
${Qualifier}-lookup-role-${AWS::AccountId}-${AWS::Region}", 
    LookupRoleExternalId = "", 
     
    // Name of the SSM parameter which describes the bootstrap stack version number 
    BootstrapStackVersionSsmParameter = "/cdk-bootstrap/${Qualifier}/version", 

    // Add a rule to every template which verifies the required bootstrap stack version 
    GenerateBootstrapVersionRule = true,
})

ブートストラップテンプレート契約
ブートストラップスタックの要件は、使用しているスタックシンセサイザーによって異なります。独自の
スタックシンセサイザーを作成すると、シンセサイザーが必要とするブートストラップリソースと、シン
セサイザーがそれらを見つける方法を完全に制御できます。

このセクションでは、DefaultStackSynthesizerがブートストラップテンプレートに期待する内容に
ついて説明します。

バージョニング
テンプレートには、よく知られている名前の SSM パラメータを作成するためのリソースと、テンプレー
トのバージョンを反映する出力が含まれている必要があります。

Resources: 
  CdkBootstrapVersion: 
    Type: AWS::SSM::Parameter 
    Properties: 
      Type: String 
      Name: 
        Fn::Sub: '/cdk-bootstrap/${Qualifier}/version' 
      Value: 4
Outputs: 
  BootstrapVersion: 
    Value: 
      Fn::GetAtt: [CdkBootstrapVersion, Value]

ロール
には、5 つの目的に応じて 5 つの IAMDefaultStackSynthesizer ロールが必要です。デフォルトの
ロールを使用していない場合は、使用するロールの ARN をシンセサイザーに伝える必要があります。

役割は以下のとおりです。

• デプロイメントの役割は、AWS CDKAWS CodePipelineツールキットと環境へのデプロイによって引き
受けられます。AssumeRolePolicy誰が環境にデプロイできるかを制御します。テンプレートでは、こ
のロールに必要な権限を確認できます。

• ルックアップの役割は、AWS CDKツールキットが環境内でコンテキスト検索を実行するときに引き受
けます。AssumeRolePolicy誰が環境にデプロイできるかを制御します。このロールに必要な権限は、
テンプレートで確認できます。

• ファイル公開の役割と画像公開の役割は、AWS CDKAWS CodeBuildツールキットとプロジェクトに
よって割り当てられ、アセットを環境に公開します。これらはそれぞれ、S3 バケットと ECR リポジト
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リに書き込めるように使用されます。これらのロールには、これらのリソースへの書き込みアクセス権
が必要です。

• AWS CloudFormation実行ロールは、AWS CloudFormation実際のデプロイを実行するために渡されま
す。その権限は、デプロイが実行される権限です。権限は、管理ポリシー ARN を一覧表示するパラ
メータとしてスタックに渡されます。

[Outputs] (出力)
AWS CDKツールキットでは、 CloudFormation ブートストラップスタックに次の出力が存在する必要があ
ります。

• BucketName: ファイルアセットバケットの名前
• BucketDomainName: ドメイン名形式のファイルアセットバケット
• BootstrapVersion: ブートストラップスタックの現在のバージョン

テンプレート履歴
ブートストラップテンプレートはバージョン管理されており、AWS CDK時間の経過とともにそれ自体も
進化します。独自のブートストラップテンプレートを提供する場合は、正規のデフォルトテンプレートを
使用して最新の状態に保ってください。テンプレートがすべての CDK 機能で引き続き機能することを確
認する必要があります。

このセクションには、各バージョンで行われた変更のリストが含まれています。

テンプレートのバージョン AWS CDK バージョン 変更

1 1.40.0 バケット、キー、リポジトリ、
ロールを含むテンプレートの初
期バージョン。

2 1.45.0 アセットの公開ロールを個別の
ファイル公開ロールと画像公開
ロールに分割します。

3 1.46.0 FileAssetKeyArnエクスポー
トを追加すると、アセットコン
シューマーに復号化権限を追加
できます。

4 1.61.0 AWS KMSアクセス権限
は Amazon S3 経由で暗
黙的に適用されるよう
になり、不要になりまし
たFileAsetKeyArn。CdkBootstrapVersionSSM 
パラメータを追加して、スタッ
ク名を知らなくてもブートスト
ラップスタックのバージョンを
確認できるようにします。

5 1.87.0 デプロイロールは SSM パラメー
タを読み取ることができます。

6 1.108.0 デプロイロールとは別にルック
アップロールを追加します。
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テンプレートのバージョン AWS CDK バージョン 変更

6 1.109.0 デプロイメント、ファイル公
開、aws-cdk:bootstrap-
roleおよびイメージ公開ロール
にタグをアタッチします。

7 1.110.0 デプロイロールはターゲットア
カウントのバケットを直接読
み取ることができなくなりまし
た。（ただし、このロールは実
質的には管理者であり、AWS 
CloudFormationいつでもその
権限を使用してバケットを読み
取れるようにすることができま
す）。

8 1.114.0 lookup ロールには、ターゲッ
ト環境に対する完全な読み
取り専用権限があり、aws-
cdk:bootstrap-roleタグも付
いています。

9 2.1.0 Amazon S3 アセットのアップ
ロードが、一般的に参照されて
いる暗号化 SCP によって拒否さ
れないように修正しました。

10 2.4.0 Amazon ECR ScanOnPush は、
現在、デフォルトで有効になり
ます。

11 2.18.0 Lambda が Amazon ECR リポジ
トリからプルすることを許可す
るポリシーを追加して、ブート
ストラップを再実行しても処理
されないようにします。

12 2.20.0 実験的なサポートを追加しま
すcdk import。

13 2.25.0 ブートストラップで作成された 
Amazon ECR リポジトリ内のコ
ンテナイメージを変更不能にし
ます。

14 2.34.0 Amazon ECR イメージスキャン
をデフォルトでリポジトリレベ
ルでオフにし、イメージスキャ
ンをサポートしないリージョン
のブートストラップを許可しま
す。
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AWS CDKでは、AWSさまざまな抽象化レベルで動作する構成を使用してリソースを記述できます。

• レイヤー1 (L1) 構成は、AWS CloudFormation CloudFormation 仕様で定義されているリソースを直接表
します。これらのコンストラクトは「Cfn」で始まる名前で識別できるため、「Cfn コンストラクト」と
も呼ばれます。リソースがに存在する場合AWS CloudFormation、そのリソースは L1 構成として CDK 
に存在します。

• レイヤー2（L2）または「精選された」構成は、その基盤となるL1構成と比較して、より人間工学に
基づいた開発者体験を提供するように慎重に開発されています。一般的な CDK アプリでは、通常 L2 
コンストラクトが最も広く使用されているタイプです。多くの場合、L2 コンストラクトは IAM ポリ
シー、Amazon SNS トピック、AWS KMSキーなどの追加のサポートリソースを定義します。L2 コンス
トラクトは、適切なデフォルト、ベストプラクティスのセキュリティポリシー、およびより人間工学に
基づいた開発者エクスペリエンスを提供します。

• レイヤー 3 (L3) の構成またはパターンは、AWS特定のユースケースに合わせてリソースのコレクショ
ン全体を定義します。L3 コンストラクトは、ビルドパイプライン、Amazon ECS アプリケーション、
その他多くの種類の一般的なデプロイシナリオのいずれかを構築するのに役立ちます。L3 構成は、シス
テム設計全体を構成する場合もあれば、大規模なシステムのかなりの部分を構成する場合もあるため、
「意見が分かれている」ことがよくあります。彼らは目前の問題を解決するための特定のアプローチを
中心に構築されており、彼らの先導に従うと物事はうまくいきます。

Tip

AWS CDK構成の詳細については、を参照してくださいthe section called “コンストラク
ト” (p. 87)。

最高レベルでは、AWS CDKアプリケーションとその中のスタック自体が、クラウドインフラストラク
チャ全体、またはその大部分を抽象化したものです。パラメータ化して、さまざまな環境やさまざまな
ニーズに合わせて展開できます。

抽象化は、クラウドアプリケーションを設計および実装するための強力なツールです。AWS CDKを使用
すると、その抽象化を使用して構築できるだけでなく、新しい抽象化を作成することもできます。既存の
オープンソースのL2およびL3構成をガイダンスとして使用すると、組織のベストプラクティスや意見を反
映した独自のL2およびL3構成を構築できます。

完璧な抽象化は存在しません。優れた抽象化であっても、考えられるすべてのユースケースを網羅できる
わけではありません。AWS CDKのモデルの価値は明らかですが、小さな (または大きな) 微調整が欠けて
いる、ニーズにほぼ適合する構成が見つかることもあります。

このため、には構成モデルから「脱却」AWS CDK する方法が用意されています。これにより、より低い
抽象化レベルに移動したり、まったく別のモデルに移行したりすることができます。CDKのエスケープ
ハッチは、その名前が示すように、AWS CDKパラダイムを「脱出」させ、AWS CDK設計者が予期してい
なかった方法でそれを拡張することを可能にします。そうすれば、これらすべてを新しい構造にまとめる
ことで、根底にある複雑さを隠し、開発者にクリーンな API を提供できます。

脱出ハッチに手を伸ばす状況には次のようなものがあります。

• AWSサービス機能はを介して使用できますがAWS CloudFormation、そのためのL2構成はありません。
• AWSサービス機能はを介して利用できAWS CloudFormation、そのサービスには L2 構造がありますが、

これらではまだ機能が公開されていません。L2 構成は「手作業で」開発されるため、L1 構成よりも遅
れる場合があります。
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• AWS CloudFormationこの機能はまだ使用できません。

機能が使用可能かどうかを確認するにはAWS CloudFormation、「AWSリソースおよびプロパティタイプ
リファレンス」 を参照してください。

AWS CloudFormationコンストラクトを直接使用す
る

サービスに使用できる L2 クラスがない場合は、自動的に生成された L1 コンストラクトにフォールバック
できます。AWS CloudFormationこれらは利用可能なすべてのリソースとプロパティに 1 対 1 で対応しま
す。これらのリソースは、CfnCfnBucketまたはなどの名前で始まる名前で認識できますCfnRole。こ
れらをインスタンス化するのは、AWS CloudFormation同等のリソースを使用する場合とまったく同じで
す。詳細については、「AWSリソースタイプリファレンス」を参照してください。

たとえば、分析を有効にして低レベルの Amazon S3 バケット L1 をインスタンス化するには、次のように
記述します。

TypeScript

new s3.CfnBucket(this, 'MyBucket', { 
  analyticsConfigurations: [ 
    {  
      id: 'Config', 
      // ...         
    }  
  ]
});

JavaScript

new s3.CfnBucket(this, 'MyBucket', { 
  analyticsConfigurations: [ 
    {  
      id: 'Config' 
      // ...         
    }  
  ]
});

Python

s3.CfnBucket(self, "MyBucket", 
    analytics_configurations: [ 
        dict(id="Config", 
             # ... 
             ) 
    ]
)

Java

CfnBucket.Builder.create(this, "MyBucket") 
    .analyticsConfigurations(Arrays.asList(java.util.Map.of(    // Java 9 or later 
        "id", "Config", // ... 
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    ))).build();

C#

new CfnBucket(this, 'MyBucket', new CfnBucketProps { 
    AnalyticsConfigurations = new Dictionary<string, string> 
    { 
        ["id"] = "Config", 
        // ... 
    }
});

まれに、CfnXxx対応するクラスがないリソースを定義したい場合があります。これは、AWS 
CloudFormationリソース仕様でまだ公開されていない新しいリソースタイプである可能性があります。こ
のような場合は、cdk.CfnResourceを直接インスタンス化して、リソースタイプとプロパティを指定で
きます。これは次の例で示されます。

TypeScript

new cdk.CfnResource(this, 'MyBucket', { 
  type: 'AWS::S3::Bucket', 
  properties: { 
    // Note the PascalCase here! These are CloudFormation identifiers. 
    AnalyticsConfigurations: [ 
      { 
        Id: 'Config', 
        // ... 
      } 
    ]  
  }
});

JavaScript

new cdk.CfnResource(this, 'MyBucket', { 
  type: 'AWS::S3::Bucket', 
  properties: { 
    // Note the PascalCase here! These are CloudFormation identifiers. 
    AnalyticsConfigurations: [ 
      { 
        Id: 'Config' 
        // ... 
      } 
    ]  
  }
});

Python

cdk.CfnResource(self, 'MyBucket', 
  type="AWS::S3::Bucket", 
  properties=dict( 
    # Note the PascalCase here! These are CloudFormation identifiers. 
    "AnalyticsConfigurations": [ 
      { 
        "Id": "Config", 
        # ... 
      } 
    ]  
  }
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)

Java

CfnResource.Builder.create(this, "MyBucket") 
        .type("AWS::S3::Bucket") 
        .properties(java.util.Map.of(    // Map.of requires Java 9 or later 
            // Note the PascalCase here! These are CloudFormation identifiers 
            "AnalyticsConfigurations", Arrays.asList( 
                    java.util.Map.of("Id", "Config", // ... 
                    )))) 
        .build();

C#

new CfnResource(this, "MyBucket", new CfnResourceProps
{ 
    Type = "AWS::S3::Bucket", 
    Properties = new Dictionary<string, object> 
    {   // Note the PascalCase here! These are CloudFormation identifiers 
        ["AnalyticsConfigurations"] = new Dictionary<string, string>[] 
        { 
            new Dictionary<string, string> { 
                ["Id"] = "Config" 
            } 
        } 
    }
});

詳細については、「AWSリソースタイプリファレンス」を参照してください。

AWS CloudFormationAWSコンストラクトの背後に
あるリソースの変更

L2 構成に機能が欠けている場合や問題を回避しようとしている場合は、L2 構成によってカプセル化され
ている L1 構成を変更できます。

すべての L2 構成には、対応する L1 構成が含まれています。たとえば、BucketCfnBucket高レベル構成
は低レベル構成をラップします。CfnBucketAWS CloudFormationはリソースに直接対応しているため、
で使用できるすべての機能が公開されますAWS CloudFormation。

L1 クラスにアクセスするための基本的な方法は、construct.node.defaultChild
(Python:default_child) を使用して適切な型にキャストし (必要な場合)、そのプロパティを変更するこ
とです。繰り返しますが、aを例にとってみましょうBucket。

TypeScript

// Get the CloudFormation resource
const cfnBucket = bucket.node.defaultChild as s3.CfnBucket;

// Change its properties
cfnBucket.analyticsConfiguration = [ 
  {  
    id: 'Config', 
    // ...         
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  }  
];

JavaScript

// Get the CloudFormation resource
const cfnBucket = bucket.node.defaultChild;

// Change its properties
cfnBucket.analyticsConfiguration = [ 
  {  
    id: 'Config' 
    // ...         
  }  
];

Python

# Get the CloudFormation resource
cfn_bucket = bucket.node.default_child

# Change its properties
cfn_bucket.analytics_configuration = [ 
    { 
        "id": "Config", 
        # ... 
    }
]

Java

// Get the CloudFormation resource
CfnBucket cfnBucket = (CfnBucket)bucket.getNode().getDefaultChild();

cfnBucket.setAnalyticsConfigurations( 
        Arrays.asList(java.util.Map.of(    // Java 9 or later 
            "Id", "Config", // ... 
        ));

C#

// Get the CloudFormation resource
var cfnBucket = (CfnBucket)bucket.Node.DefaultChild;

cfnBucket.AnalyticsConfigurations = new List<object> { 
    new Dictionary<string, string> 
    { 
        ["Id"] = "Config", 
        // ... 
    }
};

このオブジェクトを使用して、AWS CloudFormationMetadataやなどのオプションを変更することもでき
ますUpdatePolicy。

TypeScript

cfnBucket.cfnOptions.metadata = { 
  MetadataKey: 'MetadataValue'
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};

JavaScript

cfnBucket.cfnOptions.metadata = { 
  MetadataKey: 'MetadataValue'
};

Python

cfn_bucket.cfn_options.metadata = { 
    "MetadataKey": "MetadataValue"
}

Java

cfnBucket.getCfnOptions().setMetadata(java.util.Map.of(    // Java 9+ 
    "MetadataKey", "Metadatavalue"));

C#

cfnBucket.CfnOptions.Metadata = new Dictionary<string, object>
{ 
    ["MetadataKey"] = "Metadatavalue"
};

逃げ場のないハッチ
AWS CDKまた、抽象化レベルを上げる機能も提供されており、これを「エスケープ解除」ハッチと呼ぶ
こともあります。CfnBucketなどの L1 構成がある場合は、新しい L2 構成 (Bucketこの場合は) を作成し
て L1 構成をラップできます。

これは、L1 リソースを作成したが、L2 リソースを必要とする構成で使用したい場合に便利です。ま
た、L1.grantXxxxx() コンストラクトにはないような便利なメソッドを使いたい場合にも役立ちます。

L2 クラスの静的メソッド.fromCfnXxxxx() (Amazon S3 バケットなど) を使用し
て、Bucket.fromCfnBucket()より高い抽象化レベルに移行します。L1 リソースは唯一のパラメータで
す。

TypeScript

b1 = new s3.CfnBucket(this, "buck09", { ... });
b2 = s3.Bucket.fromCfnBucket(b1);

JavaScript

b1 = new s3.CfnBucket(this, "buck09", { ...} );
b2 = s3.Bucket.fromCfnBucket(b1);

Python

b1 = s3.CfnBucket(self, "buck09", ...) 
 b2 = s3.from_cfn_bucket(b1)
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Java

CfnBucket b1 = CfnBucket.Builder.create(this, "buck09") 
        // .... 
                          .build();
IBucket b2 = Bucket.fromCfnBucket(b1);

C#

var b1 = new CfnBucket(this, "buck09", new CfnBucketProps { ... });
var v2 = Bucket.FromCfnBucket(b1);

L1 構成から作成された L2 構成は、リソース名、ARN、または検索から作成されるものと同様に、L1 リ
ソースを参照するプロキシオブジェクトです。これらの構成を変更しても、AWS CloudFormation最終的
に合成されるテンプレートには影響しません (ただし、L1 リソースは用意されているため、代わりに変更
できます)。プロキシオブジェクトの詳細については、を参照してくださいthe section called “AWSアカウ
ント内のリソースの参照” (p. 125)。

混乱を避けるため、同じ L1 構成を参照する L2 構成を複数作成しないでください。
たとえば、CfnBucketBucket前のセクションの手法を使用してからを抽出する場
合 (p. 213)、Bucket.fromCfnBucket()それを使ってを呼び出して 2Bucket つ目のインスタンスを作
成しないでくださいCfnBucket。実際には期待どおりに動作しますが (AWS::S3::Bucket合成されるの
は 1 つだけです)、コードの保守が難しくなります。

raw オーバーライド
L1 構造にないプロパティがある場合は、未処理のオーバーライドを使用して入力をすべて省略できます。
これにより、合成プロパティを削除することもできます。

次の例に示すように、addOverrideいずれかのメソッド (Python:add_override) メソッドを使用しま
す。

TypeScript

// Get the CloudFormation resource
const cfnBucket = bucket.node.defaultChild as s3.CfnBucket;

// Use dot notation to address inside the resource template fragment
cfnBucket.addOverride('Properties.VersioningConfiguration.Status', 'NewStatus');
cfnBucket.addDeletionOverride('Properties.VersioningConfiguration.Status');

// use index (0 here) to address an element of a list
cfnBucket.addOverride('Properties.Tags.0.Value', 'NewValue');
cfnBucket.addDeletionOverride('Properties.Tags.0');

// addPropertyOverride is a convenience function for paths starting with "Properties."
cfnBucket.addPropertyOverride('VersioningConfiguration.Status', 'NewStatus');
cfnBucket.addPropertyDeletionOverride('VersioningConfiguration.Status');
cfnBucket.addPropertyOverride('Tags.0.Value', 'NewValue');
cfnBucket.addPropertyDeletionOverride('Tags.0');

JavaScript

// Get the CloudFormation resource
const cfnBucket = bucket.node.defaultChild ;
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// Use dot notation to address inside the resource template fragment
cfnBucket.addOverride('Properties.VersioningConfiguration.Status', 'NewStatus');
cfnBucket.addDeletionOverride('Properties.VersioningConfiguration.Status');

// use index (0 here) to address an element of a list
cfnBucket.addOverride('Properties.Tags.0.Value', 'NewValue');
cfnBucket.addDeletionOverride('Properties.Tags.0');

// addPropertyOverride is a convenience function for paths starting with "Properties."
cfnBucket.addPropertyOverride('VersioningConfiguration.Status', 'NewStatus');
cfnBucket.addPropertyDeletionOverride('VersioningConfiguration.Status');
cfnBucket.addPropertyOverride('Tags.0.Value', 'NewValue');
cfnBucket.addPropertyDeletionOverride('Tags.0');

Python

# Get the CloudFormation resource
cfn_bucket = bucket.node.default_child

# Use dot notation to address inside the resource template fragment
cfn_bucket.add_override("Properties.VersioningConfiguration.Status", "NewStatus")
cfn_bucket.add_deletion_override("Properties.VersioningConfiguration.Status")

# use index (0 here) to address an element of a list
cfn_bucket.add_override("Properties.Tags.0.Value", "NewValue")
cfn_bucket.add_deletion_override("Properties.Tags.0")

# addPropertyOverride is a convenience function for paths starting with "Properties."
cfn_bucket.add_property_override("VersioningConfiguration.Status", "NewStatus")
cfn_bucket.add_property_deletion_override("VersioningConfiguration.Status")
cfn_bucket.add_property_override("Tags.0.Value", "NewValue")
cfn_bucket.add_property_deletion_override("Tags.0")

Java

// Get the CloudFormation resource
CfnBucket cfnBucket = (CfnBucket)bucket.getNode().getDefaultChild();

// Use dot notation to address inside the resource template fragment
cfnBucket.addOverride("Properties.VersioningConfiguration.Status", "NewStatus");
cfnBucket.addDeletionOverride("Properties.VersioningConfiguration.Status");

// use index (0 here) to address an element of a list
cfnBucket.addOverride("Properties.Tags.0.Value", "NewValue");
cfnBucket.addDeletionOverride("Properties.Tags.0");

// addPropertyOverride is a convenience function for paths starting with "Properties."
cfnBucket.addPropertyOverride("VersioningConfiguration.Status", "NewStatus");
cfnBucket.addPropertyDeletionOverride("VersioningConfiguration.Status");
cfnBucket.addPropertyOverride("Tags.0.Value", "NewValue");
cfnBucket.addPropertyDeletionOverride("Tags.0");

C#

// Get the CloudFormation resource
var cfnBucket = (CfnBucket)bucket.node.defaultChild;

// Use dot notation to address inside the resource template fragment
cfnBucket.AddOverride("Properties.VersioningConfiguration.Status", "NewStatus");
cfnBucket.AddDeletionOverride("Properties.VersioningConfiguration.Status");

// use index (0 here) to address an element of a list
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cfnBucket.AddOverride("Properties.Tags.0.Value", "NewValue");
cfnBucket.AddDeletionOverride("Properties.Tags.0");

// addPropertyOverride is a convenience function for paths starting with "Properties."
cfnBucket.AddPropertyOverride("VersioningConfiguration.Status", "NewStatus");
cfnBucket.AddPropertyDeletionOverride("VersioningConfiguration.Status");
cfnBucket.AddPropertyOverride("Tags.0.Value", "NewValue");
cfnBucket.AddPropertyDeletionOverride("Tags.0");

カスタムリソース
この機能が直接API呼び出しでしか利用できない場合、解決策は1つだけです。AWS CloudFormation必要
な API 呼び出しを行うには、AWS CloudFormationカスタムリソースを作成する必要があります。心配は
いりません。これらを記述し、通常の構成インターフェースにまとめるのが簡単になります。AWS CDK
コンストラクトのコンシューマーからすると、この機能はネイティブな感じがします。

カスタムリソースを構築するには、リソースのCREATE、、DELETEおよびライフサイクルイベントに
応答する Lambda 関数を作成する必要があります。UPDATEカスタムリソースで API 呼び出しを 1 回
だけ実行する必要がある場合は、の使用を検討してくださいAwsCustomResource。これにより、AWS 
CloudFormationデプロイ中に任意の SDK 呼び出しを実行することが可能になります。それ以外の場合
は、必要な作業を実行する独自の Lambda 関数を作成する必要があります。

主題は広すぎてここでは完全に網羅できませんが、次のリンクから始めることができます。

• カスタムリソース
• カスタムリソースの例
• より本格的な例については、CDK DnsValidatedCertificate標準ライブラリのクラスを参照してくださ

い。これはカスタムリソースとして実装されます。
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によるクラウドインフラストラク
チャの開発と導入のベストプラク
ティスAWS CDK

を使用するとAWS CDK、開発者または管理者は、サポートされているプログラミング言語を使用してク
ラウドインフラストラクチャを定義できます。CDK アプリケーションは、API、データベース、監視リ
ソースなどの論理ユニットに整理し、オプションでデプロイを自動化するためのパイプラインも用意する
必要があります。論理ユニットは、次のような構成要素として実装する必要があります。

• インフラストラクチャ (Amazon S3 バケット、Amazon RDS データベース、Amazon VPC ネットワー
クなど)

• ランタイムコード (AWS Lambda関数など)
• 構成コード

スタックは、これらの論理ユニットの導入モデルを定義します。CDK の背後にある概念の詳細について
は、を参照してくださいご利用開始にあたって (p. 9)。

これは、お客様と社内チームのニーズ、AWS CDKおよび複雑なクラウドアプリケーションの導入と継続
的なメンテナンス中に頻繁に発生する障害パターンを慎重に検討したことを反映しています。障害は、構
成の変更など、out-of-band完全にテストされていないアプリケーションの「」変更に関連していること
が多いことがわかりました。そのため、ビジネスロジックだけでなく、インフラストラクチャや構成も含
め、AWS CDKアプリケーション全体がコードで定義されるモデルを中心に開発しました。そうすれば、
提案された変更を注意深く確認し、程度はさまざまですが、本番環境と似た環境で包括的にテストし、問
題が発生した場合は完全にロールバックできます。
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デプロイ時に、AWS CDKは以下を含むクラウドアセンブリを合成します。

• AWS CloudFormationすべてのターゲット環境におけるインフラストラクチャを説明するテンプレート
• ランタイムコードとそのサポートファイルを含むファイルアセット

CDK を使用すると、アプリケーションのメインバージョン管理ブランチのすべてのコミットが、完全で一
貫性のある、デプロイ可能なバージョンのアプリケーションを表すことができます。これで、変更が加え
られるたびにアプリケーションを自動的にデプロイできます。

の背後にある理念は、AWS CDK私たちが推奨するベストプラクティスにつながり、それを大きく4つのカ
テゴリーに分類しています。

• the section called “組織のベストプラクティス” (p. 221)
• the section called “コーディングのベストプラクティス” (p. 222)
• the section called “のベストプラクティスの構築” (p. 223)
• the section called “アプリケーションのベストプラクティス” (p. 225)
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Tip

また、CDK で定義されたインフラストラクチャに該当する場合は、AWS CloudFormationAWSそ
のベストプラクティスや使用する個々のサービスについても検討してください。

組織のベストプラクティス
AWS CDK導入の初期段階では、組織を成功に導く方法を検討することが重要です。CDK を採用する際
には、社内の他の部署のトレーニングと指導を担当する専門家チームを置くことがベストプラクティスで
す。このチームの規模は、小規模企業の1人または2人から、大企業の本格的なCloud Center of Excellence 
(CCoE) までさまざまです。このチームは、貴社のクラウドインフラストラクチャの標準とポリシーの設
定、および開発者のトレーニングと指導を担当します。

CCoEは、クラウドインフラストラクチャにどのプログラミング言語を使用すべきかについてのガイダン
スを提供する場合があります。詳細は組織によって異なりますが、開発者が会社のクラウドインフラスト
ラクチャを理解して維持できるようにするには、適切なポリシーが必要です。

CCoE は、その組織単位を定義する「landing zone」も作成しますAWS。landing zone は、ベストプラ
クティスの設計図に基づいた、事前に構成された、AWS安全でスケーラブルなマルチアカウント環境で
す。landing zone を構成するサービスをまとめるには、マルチアカウントシステム全体を単一のユーザー
インターフェイスから構成および管理できます。AWS Control Tower

開発チームは自分のアカウントをテストに使用し、必要に応じてこれらのアカウントに新しいリソースを
デプロイできる必要があります。個々の開発者は、これらのリソースを自分の開発ワークステーションの
拡張として扱うことができます。CDK Pipelines (p. 281) を使用すると、AWS CDKアプリケーションを
CI/CDアカウントを介してテスト環境、統合環境、および本番環境（AWSそれぞれが独自のリージョンま
たはアカウントに分離）にデプロイできます。これは、開発者のコードを組織の正規リポジトリにマージ
することによって行われます。
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コーディングのベストプラクティス

コーディングのベストプラクティス
このセクションでは、AWS CDKコードを整理するためのベストプラクティスを紹介します。次の図は、
チームとそのチームのコードリポジトリ、パッケージ、アプリケーション、構成ライブラリとの関係を示
しています。

シンプルなものから始めて、必要なときだけ複雑さを
増す
ほとんどのベストプラクティスの基本原則は、物事をできるだけシンプルに保つことですが、シンプルで
はありません。要件によってソリューションが複雑になる場合にのみ、複雑さを増してください。を使用
するとAWS CDK、新しい要件をサポートするために必要に応じてコードをリファクタリングできます。
考えられるすべてのシナリオにWell-Architected Well-Architected する必要はありません。

AWSWell-Architected フレームワークに連携
AWSWell-Architected Frameworkは、コンポーネントを、要件を満たすコード、構成、AWSおよびリソー
スとして定義します。多くの場合、コンポーネントは技術的所有権の単位であり、他のコンポーネントか
ら切り離されています。ワークロードという用語は、一緒になってビジネス価値をもたらす一連のコン
ポーネントを識別するために使用されます。ワークロードとは、通常、ビジネスリーダーとテクノロジー
リーダーが話し合う詳細レベルのことです。

AWS CDKアプリケーションは、AWS Well-Architected Frameworkで定義されたコンポーネントにマップ
されます。 AWS CDKアプリは、Well-Architected クラウドアプリケーションのベストプラクティスを体系
化して提供するためのメカニズムです。などのアーティファクトリポジトリを使用して、コンポーネント
を再利用可能なコードライブラリとして作成および共有することもできますAWS CodeArtifact。

すべてのアプリケーションは、単一リポジトリ内の 1 
つのパッケージから始まります。
1AWS CDK つのパッケージがアプリのエントリポイントです。ここでは、アプリケーションのさまざまな
論理ユニットをデプロイする方法と場所を定義します。アプリケーションをデプロイする CI/CD パイプラ
インも定義します。アプリの構成は、ソリューションの論理ユニットを定義します。

複数のアプリケーションで使用する構成には追加のパッケージを使用してください。(共有構成には独自の
ライフサイクルとテスト戦略も必要です)。同じリポジトリ内のパッケージ間の依存関係は、リポジトリの
ビルドツールによって管理されます。

可能ですが、特に自動デプロイパイプラインを使用する場合は、複数のアプリケーションを同じリポジト
リに配置することはお勧めしません。これにより、展開中の変更の「爆発範囲」が大きくなります。リ
ポジトリに複数のアプリケーションがある場合、1 つのアプリケーションに変更を加えると、他のアプリ
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コードのライフサイクルやチームの所有
権に基づいてコードをリポジトリに移動

ケーションがデプロイされます (他のアプリケーションが変更されていない場合でも)。さらに、1 つのア
プリケーションに障害が発生すると、他のアプリケーションがデプロイされなくなります。

コードのライフサイクルやチームの所有権に基づいて
コードをリポジトリに移動
パッケージが複数のアプリケーションで使用され始めたら、パッケージを独自のリポジトリに移動してく
ださい。このようにして、パッケージを使用するアプリケーションビルドシステムがパッケージを参照し
たり、アプリケーションのライフサイクルに関係なく定期的に更新したりすることもできます。ただし、
最初はすべての共有構成を 1 つのリポジトリに配置するのが妥当かもしれません。

また、異なるチームが作業している場合は、パッケージを独自のリポジトリに移動してください。これは
アクセス制御を強化するのに役立ちます。

リポジトリの境界を越えてパッケージを使用するには、NPM、または Maven Central に似ていますが 
PyPi、組織の内部にあるプライベートパッケージリポジトリが必要です。また、パッケージをビルド、テ
スト、プライベートパッケージリポジトリに公開するリリースプロセスも必要です。CodeArtifactほとんど
の一般的なプログラミング言語のパッケージをホストできます。

パッケージリポジトリ内のパッケージへの依存関係は、NPM for TypeScript JavaScript やアプリケーショ
ンなどの言語のパッケージマネージャーによって管理されます。パッケージマネージャーは、ビルドが
繰り返し可能であることを確認するのに役立ちます。これは、アプリケーションが依存するすべてのパッ
ケージの特定のバージョンを記録することによって行われます。また、依存関係を統制された方法でアッ
プグレードすることもできます。

共有パッケージには異なるテスト戦略が必要です。1 つのアプリケーションの場合は、アプリケーション
をテスト環境にデプロイして、まだ動作することを確認するだけで十分な場合があります。ただし、共有
パッケージは、一般公開されているかのように、使用するアプリケーションとは別にテストする必要があ
ります。(組織によっては、一部の共有パッケージを実際に公開することを選択する場合があります)。

構成は単純でも複雑でもかまわないことに注意してください。ABucket は構成です
が、CameraShopWebsite構成である可能性もあります。

インフラストラクチャーとランタイムコードは同じ
パッケージにあります
は、AWS CloudFormationAWS CDKインフラストラクチャをデプロイするためのテンプレートを生成する
だけでなく、Lambda 関数や Docker イメージなどのランタイムアセットをバンドルして、インフラスト
ラクチャと一緒にデプロイします。これにより、インフラストラクチャを定義するコードとランタイムロ
ジックを実装するコードを 1 つの構成にまとめることができます。これがベスト・プラクティスです。こ
れら 2 種類のコードは、別々のリポジトリに置く必要も、別々のパッケージに置く必要もありません。

この 2 種類のコードを一緒に発展させるには、インフラストラクチャやロジックを含む機能の一部を完全
に記述する自己完結型の構造を使用できます。自己完結型の構成では、2 種類のコードを個別にテストし
たり、プロジェクト間でコードを共有して再利用したり、すべてのコードを同期してバージョン管理した
りすることができます。

のベストプラクティスの構築
このセクションには、構成を開発するためのベストプラクティスが含まれています。コンストラクトは、
リソースをカプセル化する再利用可能な構成可能なモジュールです。AWS CDKそれらはアプリの構成要
素です。
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コンストラクトを使ったモデル、スタックを使ったデ
プロイ
スタックはデプロイの単位です。スタック内のすべてが一緒にデプロイされます。そのため、AWSアプリ
ケーションの上位レベルの論理ユニットを複数のリソースから構築する場合は、各論理ユニットをとして
表すのではなくConstruct、Stackで表してください。スタックは、さまざまなデプロイシナリオでどの
ように構成を構成し、接続する必要があるかを説明する場合にのみ使用してください。

たとえば、論理ユニットの 1 つがウェブサイトである場合、それを構成するコンストラクト (Amazon S3 
バケット、API Gateway、Lambda 関数、Amazon RDS テーブルなど) は 1 つの高レベルコンストラクト
に構成する必要があります。次に、その構成を 1 つ以上のスタックでインスタンス化してデプロイする必
要があります。

構築にはコンストラクトを使用し、デプロイにはスタックを使用することで、インフラストラクチャの再
利用率を高め、デプロイ方法をより柔軟に行うことができます。

環境変数ではなく、プロパティとメソッドを使用して
構成する
コンストラクトやスタック内の環境変数検索は、一般的なアンチパターンです。コード内で完全に設定で
きるようにするには、コンストラクトとスタックの両方にプロパティオブジェクトを受け入れる必要があ
ります。そうしないと、コードが実行されるマシンに依存することになり、追跡と管理が必要な構成情報
がさらに多く作成されます。

一般に、AWS CDK環境変数検索はアプリの最上位レベルに限定する必要があります。また、開発環境で
の実行に必要な情報を渡すためにも使用する必要があります。詳細については、「the section called “環
境” (p. 114)」を参照してください。

インフラストラクチャのユニットテスト
すべての環境でビルド時にすべてのユニットテストを一貫して実行するには、合成中のネットワーク検索
を避け、すべてのプロダクションステージをコードでモデル化してください。(これらのベストプラクティ
スについては後で説明します。) 1 回のコミットで常に同じテンプレートが生成される場合は、作成した単
体テストを信頼して、生成されたテンプレートが期待どおりに表示されるかどうかを確認できます。詳細
については、「テスト構成 (p. 327)」を参照してください。

ステートフルリソースの論理 ID は変更しないでくだ
さい
リソースの論理 ID を変更すると、そのリソースは次回のデプロイ時に新しいリソースに置き換えられま
す。データベースや S3 バケットなどのステートフルなリソースや、Amazon VPC のような永続的なイン
フラストラクチャでは、これが望ましいことはほとんどありません。IDAWS CDK が変更される原因とな
るコードのリファクタリングには注意してください。ステートフルリソースの論理 ID は静的なままである
ことを保証するユニットテストを作成してください。論理 ID は、id構成をインスタンス化するときに指
定したと、構成ツリー内の構成の位置から導出されます。詳細については、「the section called “ロジカル 
ID” (p. 145)」を参照してください。

コンストラクトだけではコンプライアンスには不十分
多くの企業顧客は、L2コンストラクト（AWS適切なデフォルトとベストプラクティスが組み込まれた個々
のリソースを表す「厳選された」コンストラクト）のラッパーを独自に作成しています。これらのラッ
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パーは、静的暗号化や特定の IAM ポリシーなどのセキュリティのベストプラクティスを適用します。たと
えば、を作成してMyCompanyBucket、通常の Amazon S3Bucket 構造の代わりにアプリケーションで使
用することができます。このパターンは、ソフトウェア開発ライフサイクルの早い段階でセキュリティガ
イダンスを明らかにするのに役立ちますが、それを唯一の強制手段としてのみ使用しないでください。

代わりに、AWSサービスコントロールポリシーや権限境界などの機能を使用して、組織レベルでセキュ
リティガードレールを強化してください。the section called “側面” (p. 193)CloudFormation Guardなどの
ツールを使用して、導入前にインフラストラクチャ要素のセキュリティ特性についてアサーションを行い
ます。AWS CDK最も得意な用途に使用してください。

最後に、独自の「L2+」コンストラクトを作成すると、AWS CDKAWS開発者がソリューションコンスト
ラクトやコンストラクトハブのサードパーティコンストラクトなどのパッケージを利用できなくなる可能
性があることに注意してください。これらのパッケージは通常、AWS CDK標準構成に基づいて構築され
ているため、ラッパー構成を使用することはできません。

アプリケーションのベストプラクティス
このセクションでは、AWS構成を組み合わせてリソースの接続方法を定義し、AWS CDKアプリケーショ
ンの記述方法について説明します。

合成時に決定を下す
AWS CloudFormationデプロイ時に決定でき (Conditions、、{ Fn::If }を使用Parameters)、これら
のメカニズムにはある程度アクセスできますが、使用しないことをお勧めします。AWS CDK使用できる
値のタイプとそれらに対して実行できる操作のタイプは、汎用プログラミング言語で使用できるものに比
べて限られています。

代わりに、AWS CDKアプリケーション内でインスタンス化する構成などのすべての決定は、ifプログラ
ミング言語のステートメントやその他の機能を使用して行うようにしてください。たとえば、リストを反
復処理し、リスト内の各項目の値を使用して構成をインスタンス化するという、一般的な CDK イディオ
ムでは、AWS CloudFormation式を使用することはできません。

AWS CloudFormation言語ターゲットとしてではなく、AWS CDKが堅牢なクラウドデプロイに使用する実
装の詳細として扱ってください。AWS CloudFormation TypeScript テンプレートや Python で書くのでは
なく、 CloudFormation たまたまデプロイに使用する CDK コードを書いているのです。

物理名ではなく、生成されたリソース名を使用する
名前は貴重な資源です。それぞれの名前は 1 回しか使用できません。そのため、テーブル名またはバケッ
ト名をインフラストラクチャとアプリケーションにハードコーディングした場合、そのインフラストラク
チャを同じアカウントに 2 回デプロイすることはできません。(ここで説明する名前は、たとえば Amazon 
S3bucketName バケット構造のプロパティで指定された名前です)。

さらに悪いことに、リソースに変更を加えることはできなくなります。Amazon DynamoDB テーブルのよ
うに、リソースの作成時にのみプロパティを設定できる場合、そのプロパティは不変です。KeySchemaこ
のプロパティを変更するには、新しいリソースが必要です。ただし、新しいリソースを実際に置き換える
には、新しいリソースの名前が同じである必要があります。ただし、既存のリソースがまだその名前を使
用している間は、同じ名前を使用することはできません。

より適切な方法は、できるだけ少ない名前を指定することです。AWS CDKリソース名を省略すると、
は問題を起こさない方法でリソース名を生成します。リソースとしてテーブルがあるとします。その
後、AWS Lambda生成されたテーブル名を環境変数として関数に渡すことができます。AWS CDKアプリ
ケーションでは、テーブル名をとして参照できますtable.tableName。または、起動時に Amazon EC2 
インスタンスに設定ファイルを生成するか、AWS Systems Manager実際のテーブル名をパラメータストア
に書き込んで、アプリケーションがそこから読み取れるようにすることもできます。
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削除ポリシーとログ保持の定義

AWS CDK必要な場所が別のスタックの場合は、さらに簡単です。あるスタックがリソースを定義し、別
のスタックがそのリソースを使用する必要があると仮定すると、次のようになります。

• 2AWS CDK つのスタックが同じアプリ内にある場合は、2 つのスタック間で参照を渡します。たとえ
ば、リソースの構成への参照を定義スタック (this.stack.uploadBucket = myBucket) の属性と
して保存します。次に、その属性をリソースを必要とするスタックのコンストラクターに渡します。

• 2AWS CDK つのスタックが異なるアプリにある場合は、from静的メソッドを使用して、ARN、
名前、またはその他の属性に基づいて外部で定義されたリソースを使用します。(たとえ
ば、DynamoDBTable.fromArn() テーブルに使用します)。CfnOutputコンストラクトを使用して、
の出力に ARN やその他の必要な値を出力するかcdk deploy、を参照してくださいAWS Management 
Console。別の方法として、2 番目のアプリは 1 CloudFormation 番目のアプリで生成されたテンプレー
トを読み取り、Outputsセクションからその値を取得することもできます。

削除ポリシーとログ保持の定義
AWS CDK作成したものすべてを保持するポリシーをデフォルト設定にすることで、データの損失を防ご
うとしています。たとえば、データを含むリソース (Amazon S3 バケットやデータベーステーブルなど) 
のデフォルトの削除ポリシーでは、スタックからリソースを削除してもリソースは削除されません。代わ
りに、リソースはスタックから孤立します。同様に、CDK のデフォルトではすべてのログが永久に保持さ
れます。実稼働環境では、これらのデフォルト設定により、実際には必要のない大量のデータがすぐに保
存され、AWSそれに応じた請求が発生する可能性があります。

これらのポリシーを各生産リソースに対してどのようなものにしたいかを慎重に検討し、それに応じて指
定してください。the section called “側面” (p. 193)スタック内の削除ポリシーとロギングポリシーを検証す
るために使用します。

デプロイ要件に応じて、アプリケーションを複数のス
タックに分離します。
アプリケーションに必要なスタックの数に明確なルールはありません。通常は、デプロイパターンに基づ
いて決定することになります。次のガイドラインに注意が必要です。

• 通常、できるだけ多くのリソースを同じスタックに保持する方が簡単なので、分離したいことがわかっ
ている場合を除き、リソースをまとめておいてください。

• ステートフルリソース (データベースなど) は、ステートレスリソースとは別のスタックに保存すること
を検討してください。その後、ステートフルスタックのターミネーション保護をオンにできます。これ
により、データ損失のリスクなしに、ステートレススタックのコピーを自由に破棄または複数作成でき
ます。

• ステートフルリソースはコンストラクトの名前変更の影響を受けやすく、名前を変更するとリソースが
置き換えられます。したがって、ステートフルリソースは、移動や名前の変更が起こりそうなコンスト
ラクト内にネストしないでください (キャッシュのようにステートが失われた場合に再構築できる場合
を除きます)。これは、ステートフルリソースを独自のスタックに配置するもう 1 つの正当な理由です。

cdk.context.json非決定的な行動を避けることを
約束する
AWS CDK導入を成功させるには決定論が重要です。AWS CDKアプリは、特定の環境にデプロイされるた
びに、基本的に同じ結果が得られるはずです。

AWS CDKアプリは汎用プログラミング言語で記述されているため、任意のコードを実行したり、任意の
ライブラリを使用したり、任意のネットワーク呼び出しを行ったりすることができます。たとえば、アプ
リの合成中にAWS SDKAWS を使用してアカウントから情報を取得できます。そうすると、認証情報の設
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定要件が増え、待ち時間が長くなり、cdk synth実行のたびに障害が発生する可能性はわずかでもあるこ
とを認識してください。

AWS合成中にアカウントやリソースを変更しないでください。アプリを合成しても副作用はないはずで
す。インフラストラクチャの変更は、AWS CloudFormationテンプレートが生成された後のデプロイ段階
でのみ行う必要があります。これにより、問題が発生した場合に、AWS CloudFormation変更を自動的
にロールバックできます。AWS CDKフレームワーク内で簡単に行えない変更を加えるには、カスタムリ
ソースを使用してデプロイ時に任意のコードを実行します。

厳密に読み取り専用の呼び出しであっても、必ずしも安全であるとは限りません。ネットワークコールに
よって返される値が変更されたらどうなるかを考えてみましょう。インフラストラクチャのどの部分に影
響しますか? デプロイ済みのリソースはどうなりますか。次に、値の突然の変化が問題を引き起こす可能
性のある 2 つの状況の例を示します。

• Amazon VPC を指定リージョンの使用可能なすべてのアベイラビリティーゾーンにプロビジョニング
し、デプロイ日に AZ の数が 2 つになると、IP スペースは半分に分割されます。AWS翌日に新しいアベ
イラビリティーゾーンを起動すると、その次のデプロイでは IP スペースを 3 分の 1 に分割しようとす
るため、すべてのサブネットを再作成する必要があります。Amazon EC2 インスタンスがまだ実行中で
あり、手動でクリーンアップする必要があるため、これはおそらく不可能です。

• 最新の Amazon Linux マシンイメージをクエリして Amazon EC2 インスタンスをデプロイし、翌日に新
しいイメージがリリースされると、その後のデプロイで新しい AMI が取得され、すべてのインスタンス
が置き換えられます。これはあなたが期待していたことではないかもしれません。

このような状況は、AWS導入が数か月または数年後に行われる可能性があるため、悪影響を及ぼす可能性
があります。突然、デプロイが「理由もなく」失敗し、自分が何をしたのか、なぜしたのかをずっと前に
忘れてしまいます。

幸いなことに、AWS CDKには非決定的な値のスナップショットを記録するコンテキストプロバイダー
と呼ばれるメカニズムが含まれています。これにより、future 合成操作で、最初にデプロイしたときと
まったく同じテンプレートを作成できます。新しいテンプレートの唯一の変更は、コードに加えた変更
です。.fromLookup()コンストラクトのメソッドを使用すると、呼び出しの結果がキャッシュされま
すcdk.context.json。future CDKアプリの実行で同じ値が使用されるように、これをコードの残りの部
分とともにバージョン管理にコミットする必要があります。CDK Toolkit にはコンテキストキャッシュを
管理するコマンドが含まれているため、必要に応じて特定のエントリを更新できます。詳細については、
「the section called “Context” (p. 185)」を参照してください。

ネイティブ CDK コンテキストプロバイダーがない値を (AWS他の場所からでも) 必要とする場合は、別の
スクリプトを作成することをおすすめします。スクリプトは値を取得してファイルに書き込み、そのファ
イルを CDK アプリで読み取る必要があります。スクリプトは、通常のビルドプロセスの一部としてでは
なく、保存されている値を更新する場合にのみ実行してください。

AWS CDKロールとセキュリティグループの管理を任
せる
AWS CDKgrant() 構成ライブラリの便利なメソッドを使用すると、最小限の範囲のアクセス権限を使用
して、AWS Identity and Access Managementあるリソースへのアクセスを別のリソースに許可するロール
を作成できます。例えば、次のような行を考えてみます。

myBucket.grantRead(myLambda)

この 1 行で、Lambda 関数のロール (これも自動的に作成されます) にポリシーが追加されます。そのロー
ルとそのポリシーは 12 行以上も記述しなくてもかまいません。 CloudFormation は、AWS CDK関数がバ
ケットから読み取るために必要な最小限の権限のみを付与します。

セキュリティチームによって作成された定義済みのロールを常に使用するように開発者に要求する
と、AWS CDKコーディングははるかに複雑になります。チームはアプリケーションの設計方法に多く
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の柔軟性を失う可能性があります。より良い代替策は、開発者がガードレールの範囲内にとどまるよう
に、サービス制御ポリシーと権限境界を使用することです。

すべての製造段階をコードでモデル化
AWS CloudFormation従来のシナリオでは、目標はパラメータ化された単一のアーティファクトを生成し
て、それらの環境に固有の構成値を適用した後にさまざまなターゲット環境にデプロイできるようにする
ことです。CDK では、その構成をソースコードに組み込むことができますし、組み込むべきです。本番
環境用のスタックを作成し、他のステージごとに個別のスタックを作成します。次に、各スタックの構成
値をコードに入力します。ソース管理にチェックインしたくない機密値については、Secrets Manager や 
Systems Manager パラメータストアなどのサービスを使用して、それらのリソースの名前または ARN を
使用して処理します。

アプリケーションを合成すると、cdk.outフォルダーに作成されたクラウドアセンブリには、環境ごとに
個別のテンプレートが含まれます。ビルド全体が決定的です。 out-of-band アプリケーションに変更はな
く、AWS CloudFormationどのコミットでも常にまったく同じテンプレートとそれに付随するアセットが
生成されます。これにより、ユニットテストの信頼性が大幅に向上します。

すべてを測定する
人間の介入なしに完全な継続的デプロイという目標を達成するには、高度な自動化が必要です。
この自動化は、広範囲にわたる監視があってこそ可能です。デプロイしたリソースのあらゆる側面
を測定するには、メトリクス、アラーム、ダッシュボードを作成します。CPU 使用率やディスク
容量などの測定だけにとどまらないでください。また、ビジネス指標を記録し、その測定値を使用
してロールバックなどの導入決定を自動化します。の L2AWS CDK コンストラクトのほとんどに
は、DynamoDB.TablemetricUserErrors() クラスのメソッドなど、メトリクスの作成に役立つ便利な
メソッドがあります。
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API リファレンス
API リファレンスには、AWSによって提供されるコンストラクトライブラリおよびその他の API に関する
情報が含まれていますAWS CDK。AWSConstruct Libraryのほとんどは、aws-cdk-lib実際にはNPMと呼
ばれる単一のパッケージに含まれています（他のエコシステムには別の名前が付いています）。CDK API 
リファレンスは、AWSサービスごとに 1 つ以上のサブモジュールで構成されています。

各サブモジュールには、その API の使用方法に関する情報を含む概要があります。たとえば、S3 概要で
は Amazon S3 バケットでデフォルトの暗号化を設定する方法を示しています。

API リファレンスは、 TypeScript/JavaScript、Python、Java、C#/.NET、および Go 用に別々のバージョ
ンで提供されています。

バージョニング
バージョン番号は、メジャーという 3 つの数値バージョン部分で構成されています。 マイナー。 パッチ
を適用し、セマンティックバージョン管理モデルに厳密に従ってください。つまり、安定版 API への重大
な変更はメジャーリリースに限定されます。

マイナーリリースとパッチリリースには下位互換性があります。同じメジャーバージョンで以前のバー
ジョンで記述されたコードは、同じメジャーバージョン内の新しいバージョンにアップグレードできま
す。また、ビルドと実行が継続され、同じ出力が生成されます。

AWS CDKツールキット (CLI) の互換性
AWS CDKツールキット (つまり、cdkコマンドラインコマンド) は、意味的にバージョン番号が小さい
か、同じバージョンの構成ライブラリと常に互換性があります。そのため、AWS CDK Toolkit を同じメ
ジャーバージョン内でアップグレードしても常に安全です。

AWS CDKツールキットは、セマンティック的に上位バージョンのコンストラクトライブラリと互換性が
あるかもしれませんが、常に互換性があるとは限りません。これは、2 つのコンポーネントで同じクラ
ウドアセンブリスキーマのバージョンが採用されているかどうかによって異なります。AWS CDKフレー
ムワークは合成中にクラウドアセンブリを生成し、AWS CDKツールキットはそれをデプロイに使用しま
す。クラウドアセンブリの形式を定義するスキーマは厳密に指定され、バージョン管理されています。 
AWS特定のクラウドアセンブリスキーマバージョンを使用する構成ライブラリは、AWS CDKそのスキー
マバージョン以降を使用するツールキットバージョンと互換性があります。これには、AWS CDK特定の
構成ライブラリリリースよりも前のツールキットのリリースが含まれる場合があります。

構成ライブラリに必要なクラウドアセンブリバージョンがAWS CDK Toolkit でサポートされているバー
ジョンと互換性がない場合は、次のようなエラーメッセージが表示されます。

Cloud assembly schema version mismatch: Maximum schema version supported is 3.0.0, but 
 found 4.0.0. 
    Please upgrade your CLI in order to interact with this app.

このエラーを解決するには、AWS CDKツールキットを必要なクラウドアセンブリバージョンと互換性の
あるバージョン、または入手可能な最新バージョンに更新してください。代替方法 (アプリが使用するコ
ンストラクトライブラリモジュールのダウングレード) は一般的には望ましくありません。

Note

クラウドアセンブリスキーマの詳細については、クラウドアセンブリバージョン管理を参照して
ください。
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AWSコンストラクトライブラリのバージョン管理
AWSConstruct Library のモジュールは、コンセプトから成熟した API まで開発が進むにつれて、さまざま
な段階を経ていきます。ステージが異なると、以降のバージョンでの API の安定性に対する期待も異なり
ますAWS CDK。

AWS CDKメインライブラリの API は安定しておりaws-cdk-lib、ライブラリは完全にセマンティック
にバージョン管理されています。このパッケージには、AWSすべてのサービスとすべての安定した上位
レベルAWS CloudFormation（L2 および L3）モジュール用の（L1）コンストラクトが含まれています。
(Appやなどの CDK のコアクラスも含まれます)Stack。CDK の次のメジャーリリースまで、このパッケー
ジから API が削除されることはありません (ただし、廃止される可能性があります)。個々のAPIに重大な
変更を加えることはありません。重大な変更が必要な場合は、まったく新しいAPIが追加されます。

すでに組み込まれているサービス用に開発中の新しい API は、aws-cdk-libサフィックスを使用して識
別されます。BetaNサフィックスは 1N から始まり、新しい API に重大な変更が加えられるたびに増加し
ます。 BetaNAPI は削除されず、廃止されるだけなので、既存のアプリは新しいバージョンのでも引き続
き動作しますaws-cdk-lib。API が安定していると見なされると、BetaNサフィックスのない新しい API 
が追加されます。

以前は L1 APIAWS しかなかったサービス向けに高レベル (L2 または L3) の API が開発され始めると、そ
れらの API は最初は別のパッケージで配布されます。このようなパッケージの名前には「Alpha」という
サフィックスが付いており、そのバージョンは互換性のある最初のバージョンと一致し、alphaサブバー
ジョンも付いています。aws-cdk-libモジュールが意図したユースケースをサポートすると、その API 
がに追加されますaws-cdk-lib。

言語バインディングの安定性
AWS CDKその他のプログラミング言語のサポートを随時追加することがあります。すべての言語で説明
されている API は同じですが、API の表現方法は言語によって異なり、言語サポートが進化するにつれ
て変わる可能性があります。このため、言語バインディングは、本番環境で使用できる状態になるまでの
間、実験的なものと見なされます。

Language Stability

TypeScript Stable

JavaScript Stable

Python Stable

Java Stable

C#/.NET Stable

Go Stable
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例
このトピックには、次の例が含まれています。

• を使用したサーバーレスアプリケーションの作成AWS CDK (p. 231)Lambda、API Gateway、Amazon 
S3 を使用してサーバーレスアプリケーションを作成します。

• を使用してAWS Fargate サービスを作成するAWS CDK (p. 243)上のイメージから Amazon ECS 
Fargate サービスを作成します DockerHub。

を使用したサーバーレスアプリケーションの作成
AWS CDK

この例では、シンプルなウィジェットディスペンスサービスのリソースを作成する手順について説明しま
す。(この例では、ウィジェットはコレクションに追加、取得、削除できる名前または識別子にすぎませ
ん)。例には以下が含まれます。

• AWS Lambda関数。
• Lambda 関数を呼び出すAmazon API Gateway API。
• ウィジェットを保持する Amazon S3 バケットです。

このチュートリアルでは、次のステップを説明します。

1. AWS CDKアプリを作成する
2. を使用してウィジェットのリストを取得する Lambda 関数を作成します。HTTP GET /
3. Lambda 関数を呼び出すサービスを作成する
4. AWS CDKサービスをアプリに追加する
5. アプリのテスト
6. Lambda 関数を追加すると、次のことができます。

• でウィジェットを作成POST /{name}
• 次の方法でウィジェットを名前で取得GET /{name}
• でウィジェットを名前で削除するDELETE /{name}

7. 作業が終わったら、すべて分解してください。

AWS CDKアプリを作成する
MyWidgetService現在のフォルダーにアプリを作成します。

TypeScript

mkdir MyWidgetService
cd MyWidgetService
cdk init --language typescript
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JavaScript

mkdir MyWidgetService
cd MyWidgetService
cdk init --language javascript

Python

mkdir MyWidgetService
cd MyWidgetService
cdk init --language python
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt

Java

mkdir MyWidgetService
cd MyWidgetService
cdk init --language java

これで、Maven プロジェクトを IDE にインポートできます。
C#

mkdir MyWidgetService
cd MyWidgetService
cdk init --language csharp

これで、Visual Studiosrc/MyWidgetService.sln で開くことができます。

Note

CDK は、プロジェクトディレクトリの名前に基づいて、ソースファイルとクラスに名前を付けま
す。MyWidgetService前に示した名前を使用しないと、残りの手順を実行するのが難しい場合
があります。指示で変更するように指示されているファイルの中には、名前が異なるために存在
しないものもあります。

ブランクプロジェクトの重要なファイルは次のとおりです。(新しいファイルもいくつか追加する予定で
す。)

TypeScript

• bin/my_widget_service.ts— アプリケーションのメインエントリポイント
• lib/my_widget_service-stack.ts— ウィジェットサービススタックを定義します

JavaScript

• bin/my_widget_service.js— アプリケーションのメインエントリポイント
• lib/my_widget_service-stack.js— ウィジェットサービススタックを定義します

Python

• app.py— アプリケーションのメインエントリポイント
• my_widget_service/my_widget_service_stack.py— ウィジェットサービススタックを定

義します
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Java

• src/main/java/com/myorg/MyWidgetServiceApp.java— アプリケーションのメインエント
リポイント

• src/main/java/com/myorg/MyWidgetServiceStack.java— ウィジェットサービススタッ
クを定義します

C#

• src/MyWidgetService/Program.cs— アプリケーションのメインエントリポイント
• src/MyWidgetService/MyWidgetServiceStack.cs— ウィジェットサービススタックを定義

します

アプリを実行すると、空のスタックが合成されることに注意してください。

cdk synth

出力は以下のような YAML コードで始まるはずです。

Resources: 
  CDKMetadata: 
    Type: AWS::CDK::Metadata 
    Properties: 
      ...

すべてのウィジェットを一覧表示する Lambda 関数の
作成
次のステップは、Amazon S3 バケット内のすべてのウィジェットを一覧表示する Lambda 関数を作成す
ることです。Lambda JavaScript 関数のコードはで提供します。

resourcesプロジェクトのメインディレクトリにディレクトリを作成します。

mkdir resources

JavaScript resourcesディレクトリに次のファイルwidgets.js、を作成します。

/*  
This code uses callbacks to handle asynchronous function responses.
It currently demonstrates using an async-await pattern.  
AWS supports both the async-await and promises patterns.
For more information, see the following:  
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/async_function
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Using_promises
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-javascript/v2/developer-guide/calling-services-
asynchronously.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/nodejs-prog-model-handler.html  
*/
const AWS = require('aws-sdk');
const S3 = new AWS.S3();

const bucketName = process.env.BUCKET;

exports.main = async function(event, context) { 
  try { 
    var method = event.httpMethod; 
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    if (method === "GET") { 
      if (event.path === "/") { 
        const data = await S3.listObjectsV2({ Bucket: bucketName }).promise(); 
        var body = { 
          widgets: data.Contents.map(function(e) { return e.Key }) 
        }; 
        return { 
          statusCode: 200, 
          headers: {}, 
          body: JSON.stringify(body) 
        }; 
      } 
    } 

    // We only accept GET for now 
    return { 
      statusCode: 400, 
      headers: {}, 
      body: "We only accept GET /" 
    }; 
  } catch(error) { 
    var body = error.stack || JSON.stringify(error, null, 2); 
    return { 
      statusCode: 400, 
        headers: {}, 
        body: JSON.stringify(body) 
    } 
  }
}

それを保存して、プロジェクトの結果がまだ空のスタックになることを確認してください。LambdaAWS 
CDK 関数をアプリにまだ接続していないため、Lambda アセットは出力に表示されません。

cdk synth

ウィジェットサービスの作成
以下に示すソースコードを使用して、新しいソースファイルを作成してウィジェットサービスを定義しま
す。

TypeScript

ファイル: lib/widget_service.ts

import * as cdk from "aws-cdk-lib";
import { Construct } from "constructs";
import * as apigateway from "aws-cdk-lib/aws-apigateway";
import * as lambda from "aws-cdk-lib/aws-lambda";
import * as s3 from "aws-cdk-lib/aws-s3";

export class WidgetService extends Construct { 
  constructor(scope: Construct, id: string) { 
    super(scope, id); 

    const bucket = new s3.Bucket(this, "WidgetStore"); 

    const handler = new lambda.Function(this, "WidgetHandler", { 
      runtime: lambda.Runtime.NODEJS_14_X, // So we can use async in widget.js 
      code: lambda.Code.fromAsset("resources"), 
      handler: "widgets.main", 
      environment: { 

Version 2
234



AWS Cloud Development Kit (AWS 
CDK) v2 デベロッパーガイド
ウィジェットサービスの作成

        BUCKET: bucket.bucketName 
      } 
    }); 

    bucket.grantReadWrite(handler); // was: handler.role); 

    const api = new apigateway.RestApi(this, "widgets-api", { 
      restApiName: "Widget Service", 
      description: "This service serves widgets." 
    }); 

    const getWidgetsIntegration = new apigateway.LambdaIntegration(handler, { 
      requestTemplates: { "application/json": '{ "statusCode": "200" }' } 
    }); 

    api.root.addMethod("GET", getWidgetsIntegration); // GET / 
  }
}

JavaScript

ファイル: lib/widget_service.js

const cdk = require("aws-cdk-lib");
const { Construct } = require("constructs");
const apigateway = require("aws-cdk-lib/aws-apigateway");
const lambda = require("aws-cdk-lib/aws-lambda");
const s3 = require("aws-cdk-lib/aws-s3");

class WidgetService extends Construct { 
  constructor(scope, id) { 
    super(scope, id); 

    const bucket = new s3.Bucket(this, "WidgetStore"); 

    const handler = new lambda.Function(this, "WidgetHandler", { 
      runtime: lambda.Runtime.NODEJS_14_X, // So we can use async in widget.js 
      code: lambda.Code.fromAsset("resources"), 
      handler: "widgets.main", 
      environment: { 
        BUCKET: bucket.bucketName 
      } 
    }); 

    bucket.grantReadWrite(handler); // was: handler.role); 

    const api = new apigateway.RestApi(this, "widgets-api", { 
      restApiName: "Widget Service", 
      description: "This service serves widgets." 
    }); 

    const getWidgetsIntegration = new apigateway.LambdaIntegration(handler, { 
      requestTemplates: { "application/json": '{ "statusCode": "200" }' } 
    }); 

    api.root.addMethod("GET", getWidgetsIntegration); // GET / 
  }
}

module.exports = { WidgetService }

Python

ファイル: my_widget_service/widget_service.py
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import aws_cdk as cdk
from constructs import Construct
from aws_cdk import (aws_apigateway as apigateway, 
                     aws_s3 as s3, 
                     aws_lambda as lambda_)

class WidgetService(Construct): 
    def __init__(self, scope: Construct, id: str): 
        super().__init__(scope, id) 

        bucket = s3.Bucket(self, "WidgetStore") 

        handler = lambda_.Function(self, "WidgetHandler", 
                    runtime=lambda_.Runtime.NODEJS_14_X, 
                    code=lambda_.Code.from_asset("resources"), 
                    handler="widgets.main", 
                    environment=dict( 
                    BUCKET=bucket.bucket_name) 
                    ) 

        bucket.grant_read_write(handler) 

        api = apigateway.RestApi(self, "widgets-api", 
                  rest_api_name="Widget Service", 
                  description="This service serves widgets.") 

        get_widgets_integration = apigateway.LambdaIntegration(handler, 
                request_templates={"application/json": '{ "statusCode": "200" }'}) 

        api.root.add_method("GET", get_widgets_integration)   # GET /

Java

ファイル: src/src/main/java/com/myorg/WidgetService.java

package com.myorg;

import java.util.HashMap;

import software.constructs.Construct;
import software.amazon.awscdk.services.apigateway.LambdaIntegration;
import software.amazon.awscdk.services.apigateway.Resource;
import software.amazon.awscdk.services.apigateway.RestApi;
import software.amazon.awscdk.services.lambda.Code;
import software.amazon.awscdk.services.lambda.Function;
import software.amazon.awscdk.services.lambda.Runtime;
import software.amazon.awscdk.services.s3.Bucket;

public class WidgetService extends Construct { 

    @SuppressWarnings("serial") 
    public WidgetService(Construct scope, String id) { 
        super(scope, id); 

        Bucket bucket = new Bucket(this, "WidgetStore"); 

        Function handler = Function.Builder.create(this, "WidgetHandler") 
            .runtime(Runtime.NODEJS_14_X) 
            .code(Code.fromAsset("resources")) 
            .handler("widgets.main") 
            .environment(java.util.Map.of(   // Java 9 or later 
               "BUCKET", bucket.getBucketName())  
            .build(); 
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        bucket.grantReadWrite(handler); 
         
        RestApi api = RestApi.Builder.create(this, "Widgets-API") 
                .restApiName("Widget Service").description("This service services 
 widgets.") 
                .build(); 

        LambdaIntegration getWidgetsIntegration = 
 LambdaIntegration.Builder.create(handler)  
                .requestTemplates(java.util.Map.of(   // Map.of is Java 9 or later 
                    "application/json", "{ \"statusCode\": \"200\" }")) 
                .build(); 

        api.getRoot().addMethod("GET", getWidgetsIntegration);     
    }
}

C#

ファイル: src/MyWidgetService/WidgetService.cs

using Amazon.CDK;
using Amazon.CDK.AWS.APIGateway;
using Amazon.CDK.AWS.Lambda;
using Amazon.CDK.AWS.S3;
using System.Collections.Generic;
using constructs;

namespace MyWidgetService
{ 

    public class WidgetService : Construct 
    { 
        public WidgetService(Construct scope, string id) : base(scope, id) 
        { 
            var bucket = new Bucket(this, "WidgetStore"); 

            var handler = new Function(this, "WidgetHandler", new FunctionProps 
            { 
                Runtime = Runtime.NODEJS_14_X, 
                Code = Code.FromAsset("resources"), 
                Handler = "widgets.main", 
                Environment = new Dictionary<string, string> 
                { 
                    ["BUCKET"] = bucket.BucketName 
                } 
            }); 

            bucket.GrantReadWrite(handler); 

            var api = new RestApi(this, "Widgets-API", new RestApiProps 
            { 
                RestApiName = "Widget Service", 
                Description = "This service services widgets." 
            }); 

            var getWidgetsIntegration = new LambdaIntegration(handler, new 
 LambdaIntegrationOptions 
            { 
                RequestTemplates = new Dictionary<string, string> 
                { 
                    ["application/json"] = "{ \"statusCode\": \"200\" }" 
                } 
            }); 
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            api.Root.AddMethod("GET", getWidgetsIntegration); 

        } 
    }
}

Tip

さまざまなプログラミング言語をサポートしているため、この関数をデプロイするの
にlambda.Function in を使用しています。 TypeScript 具体的には JavaScript 、を検討するか
もしれませんlambda-nodejs.NodejsFunction。esbuild後者はスクリプトをバンドルし、 
TypeScript 記述されたコードを自動的に変換します。

アプリを保存し、空のスタックがまだ合成されていることを確認します。

cdk synth

サービスをアプリに追加する
AWS CDKウィジェットサービスをアプリに追加するには、スタックを定義するソースファイルを変更し
てサービス構成をインスタンス化する必要があります。

TypeScript

ファイル: lib/my_widget_service-stack.ts

import既存のステートメントの後に次のコード行を追加します。

import * as widget_service from '../lib/widget_service';

コンストラクターのコメントを次のコード行に置き換えます。

    new widget_service.WidgetService(this, 'Widgets');

JavaScript

ファイル: lib/my_widget_service-stack.js

require()既存の行の後に次の行を追加します。

const widget_service = require('../lib/widget_service');

コンストラクターのコメントを次のコード行に置き換えます。

    new widget_service.WidgetService(this, 'Widgets');

Python

ファイル: my_widget_service/my_widget_service_stack.py

import既存のステートメントの後に次のコード行を追加します。

from . import widget_service
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コンストラクターのコメントを次のコード行に置き換えます。

        widget_service.WidgetService(self, "Widgets")

Java

ファイル: src/src/main/java/com/myorg/MyWidgetServiceStack.java

コンストラクターのコメントを次のコード行に置き換えます。

new WidgetService(this, "Widgets");

C#

ファイル: src/MyWidgetService/MyWidgetServiceStack.cs

コンストラクターのコメントを次のコード行に置き換えます。

new WidgetService(this, "Widgets");

アプリが実行され、スタックが合成されることを確認してください (スタックは 250 行を超えているた
め、ここでは表示しません)。

cdk synth

アプリをデプロイしてテストする
AWS CDK最初のアプリケーションをデプロイする前に、AWS環境をブートストラップする必要がありま
す。他のリソースの中でも、これによりステージングバケットが作成され、AWS CDKはこれを使用して
アセットを含むスタックをデプロイします。詳細については、「the section called “AWS環境のブートスト
ラップ” (p. 311)」を参照してください。すでにブートストラップしている場合は、警告が表示され、何
も変わりません。

cdk bootstrap aws://ACCOUNT-NUMBER/REGION

ここで、アプリをデプロイする準備が整いました。

cdk deploy

デプロイが成功したら、サーバーの URL を保存します。この URL はウィンドウの最後の行の 1 行に表示
されます。GUID は英数字の GUID で、REGIONAWS はユーザーの地域です。

https://GUID.execute-api-REGION.amazonaws.com/prod/

ブラウザでこの URL に移動するか、次のコマンドを使用して、ウィジェットのリスト (現在は空) を取得
してアプリをテストします。

curl -X GET 'https://GUID.execute-api.REGION.amazonaws.com/prod'

以下のステップを完了してアプリをテストすることもできます。

1. AWS Management Console を開きます。
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2. API Gateway サービスに移動します。
3. リストから「ウィジェットサービス」を探します。
4. [GET] と [テスト] を選択して関数をテストします。

ウィジェットはまだ保存していないため、出力は以下のようになります。

{ "widgets": [] }

個々のウィジェット機能を追加
次のステップは、個々のウィジェットを作成、表示、削除するための Lambda 関数を作成することです。

widgets.js(inresources) のコードを次のコードに置き換えます。

const AWS = require('aws-sdk');
const S3 = new AWS.S3();

const bucketName = process.env.BUCKET;

/*  
This code uses callbacks to handle asynchronous function responses.
It currently demonstrates using an async-await pattern.  
AWS supports both the async-await and promises patterns.
For more information, see the following:  
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/async_function
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Using_promises
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-javascript/v2/developer-guide/calling-services-
asynchronously.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/nodejs-prog-model-handler.html  
*/
exports.main = async function(event, context) { 
  try { 
    var method = event.httpMethod; 
    // Get name, if present 
    var widgetName = event.path.startsWith('/') ? event.path.substring(1) : event.path; 

    if (method === "GET") { 
      // GET / to get the names of all widgets 
      if (event.path === "/") { 
        const data = await S3.listObjectsV2({ Bucket: bucketName }).promise(); 
        var body = { 
          widgets: data.Contents.map(function(e) { return e.Key }) 
        }; 
        return { 
          statusCode: 200, 
          headers: {}, 
          body: JSON.stringify(body) 
        }; 
      } 

      if (widgetName) { 
        // GET /name to get info on widget name 
        const data = await S3.getObject({ Bucket: bucketName, Key: widgetName}).promise(); 
        var body = data.Body.toString('utf-8'); 

        return { 
          statusCode: 200, 
          headers: {}, 
          body: JSON.stringify(body) 
        }; 
      } 
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    } 

    if (method === "POST") { 
      // POST /name 
      // Return error if we do not have a name 
      if (!widgetName) { 
        return { 
          statusCode: 400, 
          headers: {}, 
          body: "Widget name missing" 
        }; 
      } 

      // Create some dummy data to populate object 
      const now = new Date(); 
      var data = widgetName + " created: " + now; 

      var base64data = new Buffer(data, 'binary'); 

      await S3.putObject({ 
        Bucket: bucketName, 
        Key: widgetName, 
        Body: base64data, 
        ContentType: 'application/json' 
      }).promise(); 

      return { 
        statusCode: 200, 
        headers: {}, 
        body: data 
      }; 
    } 

    if (method === "DELETE") { 
      // DELETE /name 
      // Return an error if we do not have a name 
      if (!widgetName) { 
        return { 
          statusCode: 400, 
          headers: {}, 
          body: "Widget name missing" 
        }; 
      } 

      await S3.deleteObject({ 
        Bucket: bucketName, Key: widgetName 
      }).promise(); 

      return { 
        statusCode: 200, 
        headers: {}, 
        body: "Successfully deleted widget " + widgetName 
      }; 
    } 

    // We got something besides a GET, POST, or DELETE 
    return { 
      statusCode: 400, 
      headers: {}, 
      body: "We only accept GET, POST, and DELETE, not " + method 
    }; 
  } catch(error) { 
    var body = error.stack || JSON.stringify(error, null, 2); 
    return { 
      statusCode: 400, 
      headers: {}, 
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      body: body 
    } 
  }
}

WidgetServiceコンストラクターの最後で、これらの関数を API Gateway コードに接続します。

TypeScript

ファイル: lib/widget_service.ts

    const widget = api.root.addResource("{id}"); 

    const widgetIntegration = new apigateway.LambdaIntegration(handler); 

    widget.addMethod("POST", widgetIntegration);   // POST /{id} 
    widget.addMethod("GET", widgetIntegration);    // GET /{id} 
    widget.addMethod("DELETE", widgetIntegration); // DELETE /{id}

JavaScript

ファイル: lib/widget_service.js

    const widget = api.root.addResource("{id}"); 

    const widgetIntegration = new apigateway.LambdaIntegration(handler); 

    widget.addMethod("POST", widgetIntegration);   // POST /{id} 
    widget.addMethod("GET", widgetIntegration);    // GET /{id} 
    widget.addMethod("DELETE", widgetIntegration); // DELETE /{id}

Python

ファイル: my_widget_service/widget_service.py

        widget = api.root.add_resource("{id}") 

        widget_integration = apigateway.LambdaIntegration(handler) 

        widget.add_method("POST", widget_integration);   # POST /{id} 
        widget.add_method("GET", widget_integration);    # GET /{id} 
        widget.add_method("DELETE", widget_integration); # DELETE /{id}

Java

ファイル: src/src/main/java/com/myorg/WidgetService.java

        Resource widget = api.getRoot().addResource("{id}"); 

        LambdaIntegration widgetIntegration = new LambdaIntegration(handler); 

        widget.addMethod("POST", widgetIntegration);   // POST /{id} 
        widget.addMethod("GET", widgetIntegration);    // GET /{id} 
        widget.addMethod("DELETE", widgetIntegration); // DELETE /{id}

C#

ファイル: src/MyWidgetService/WidgetService.cs

            var widget = api.Root.AddResource("{id}"); 

Version 2
242



AWS Cloud Development Kit (AWS 
CDK) v2 デベロッパーガイド

クリーンアップ

            var widgetIntegration = new LambdaIntegration(handler); 

            widget.AddMethod("POST", widgetIntegration);  // POST /{id} 
            widget.AddMethod("GET", widgetIntegration);   // GET /{id} 
            widget.AdMethod("DELETE", widgetIntegration); // DELETE /{id}

アプリを保存してデプロイします。

cdk deploy

個々のウィジェットを保存、表示、削除できるようになりました。次のコマンドを使用して、ウィジェッ
トを一覧表示し、ウィジェット例を作成し、すべてのウィジェットを一覧表示し、例の内容を表示し (今
日の日付が表示されるはずです)、例を削除して、ウィジェットのリストを再度表示します。

curl -X GET 'https://GUID.execute-api.REGION.amazonaws.com/prod'
curl -X POST 'https://GUID.execute-api.REGION.amazonaws.com/prod/example'
curl -X GET 'https://GUID.execute-api.REGION.amazonaws.com/prod'
curl -X GET 'https://GUID.execute-api.REGION.amazonaws.com/prod/example'
curl -X DELETE 'https://GUID.execute-api.REGION.amazonaws.com/prod/example'
curl -X GET 'https://GUID.execute-api.REGION.amazonaws.com/prod'

API Gateway コンソールを使用してこれらの機能をテストすることもできます。名前の値を example など
のウィジェットの名前に設定します。

クリーンアップ
AWS予期せぬ請求を避けるため、AWS CDKこの演習の終了後にスタックを破棄してください。

cdk destroy

を使用してAWS Fargate サービスを作成するAWS 
CDK

この例では、Amazon ECR 上のイメージから、インターネットに直接接続するApplication Load Balancer 
が前面に配置された Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターで実行されるAWS 
Fargate サービスを作成する方法について説明します。

Amazon ECS は、クラスターで Docker コンテナを簡単に実行、停止、管理できる非常にスケーラブル
で高速なコンテナ管理サービスです。Fargate 起動タイプを使用してサービスやタスクを起動すること
で、Amazon ECS の管理するサーバーレスインフラストラクチャにあるクラスターをホストすることが
できます。より細かく制御するために、Amazon EC2 起動タイプを使用して管理する Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスのクラスターでタスクをホストすることができます。

このチュートリアルでは、Fargate 起動タイプを使用していくつかのサービスを起動する方法を示しま
す。を使用してFargateサービスを作成したことがある方なら、そのタスクを実行するために実行すべき手
順が多数あることをご存知でしょう。AWS Management Console AWSには、Fargate サービスの作成方法
を説明するチュートリアルとドキュメンテーションのトピックがいくつか用意されています。

• Docker コンテナをデプロイする方法-AWS
• Amazon ECS によるセットアップ
• Fargate を使用して Amazon ECS を使い始める
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この例では、同様の FargateAWS CDK サービスをコードで作成しています。

このチュートリアルで使用する Amazon ECS コンストラクトには、次のような利点があるため、AWS
サービスの使用に役立ちます。

• ロードバランサーを自動的に構成します。
• ロードバランサーのセキュリティグループを自動的に開きます。これにより、セキュリティグループを

明示的に作成しなくても、ロードバランサーはインスタンスと通信できます。
• サービスとターゲットグループにアタッチされているロードバランサー間の依存関係を自動的に順序付

けし、インスタンスが作成される前にリスナーを正しい順序で作成します。AWS CDK
• 自動スケーリンググループのユーザーデータを自動的に設定します。これにより、クラスターを AMI に

関連付けるための正しい構成が作成されます。
• パラメーターの組み合わせを早期に検証します。AWS CloudFormationこれにより問題が早期に明らか

になり、導入時間を節約できます。たとえば、タスクによっては、メモリ設定を誤って構成しやすく
なります。以前は、アプリをデプロイするまでエラーは発生しませんでした。しかし、アプリの合成時
に、は設定ミスを検出し、AWS CDKエラーを出すことができるようになりました。

• Amazon ECR のイメージを使用する場合、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) のアクセ
ス権限を自動的に追加します。

• 自動的にスケーリングします。には、Amazon EC2 クラスターを使用するときにインスタンスを自動ス
ケーリングできるメソッドが用意されています。AWS CDKこれは、Fargate クラスターのインスタンス
を使用すると自動的に行われます。

さらに、は、自動スケーリングがインスタンスを強制終了しようとしたが、そのインスタンスでタス
クが実行中またはスケジュールされている場合に、AWS CDKインスタンスが削除されないようにしま
す。

以前は、この機能を使用するには Lambda 関数を作成する必要がありました。
• アセットサポートを提供するため、ソースをマシンから Amazon ECS にワンステップでデプロイでき

ます。以前は、アプリケーションソースを使用するには、Amazon ECR へのアップロードや Docker イ
メージの作成など、いくつかの手動ステップを実行する必要がありました。

詳細については、ECS を参照してください。

Important

ApplicationLoadBalancedFargateServiceAWS使用する構成には多数のコンポーネント
が含まれていますが、その中には、使用しない場合でも、AWSアカウントにプロビジョニングし
たままにしておくと、ごくわずかなコストがかかるものもあります。この例を完了したら、必ず 
clean up (cdk destroy) を実行してください。

ディレクトリの作成と初期化AWS CDK
まず、AWS CDKコードを格納するディレクトリを作成し、AWS CDKそのディレクトリにアプリを作成し
ます。

TypeScript

mkdir MyEcsConstruct
cd MyEcsConstruct
cdk init --language typescript

JavaScript

mkdir MyEcsConstruct
cd MyEcsConstruct
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cdk init --language javascript

Python

mkdir MyEcsConstruct
cd MyEcsConstruct
cdk init --language python
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt

Java

mkdir MyEcsConstruct
cd MyEcsConstruct
cdk init --language java

これで、Maven プロジェクトを IDE にインポートできます。
C#

mkdir MyEcsConstruct
cd MyEcsConstruct
cdk init --language csharp

これで、Visual Studiosrc/MyEcsConstruct.sln で開くことができます。

アプリを実行して、空のスタックが作成されることを確認します。

cdk synth

Fargate サービスの作成
Amazon ECS でコンテナタスクを実行するには、2 つの異なる方法があります。

• コンテナが実行されている物理マシンを Amazon ECSFargate が管理する起動タイプを使用してくだ
さい。

• EC2自動スケーリングの指定などの管理を行う起動タイプを使用してください。

この例では、インターネット対応のApplication Load Balancer を前面に配置した ECS クラスターで実行さ
れる Fargate サービスを作成します。

AWS次のコンストラクトライブラリモジュールのインポートを指定されたファイルに追加します。

TypeScript

ファイル: lib/my_ecs_construct-stack.ts

import * as ec2 from "aws-cdk-lib/aws-ec2";
import * as ecs from "aws-cdk-lib/aws-ecs";
import * as ecs_patterns from "aws-cdk-lib/aws-ecs-patterns";

JavaScript

ファイル: lib/my_ecs_construct-stack.js
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const ec2 = require("aws-cdk-lib/aws-ec2");
const ecs = require("aws-cdk-lib/aws-ecs");
const ecs_patterns = require("aws-cdk-lib/aws-ecs-patterns");

Python

ファイル: my_ecs_construct/my_ecs_construct_stack.py

from aws_cdk import (aws_ec2 as ec2, aws_ecs as ecs, 
                     aws_ecs_patterns as ecs_patterns)

Java

ファイル: src/main/java/com/myorg/MyEcsConstructStack.java

import software.amazon.awscdk.services.ec2.*;
import software.amazon.awscdk.services.ecs.*;
import software.amazon.awscdk.services.ecs.patterns.*;

C#

ファイル: src/MyEcsConstruct/MyEcsConstructStack.cs

using Amazon.CDK.AWS.EC2;
using Amazon.CDK.AWS.ECS;
using Amazon.CDK.AWS.ECS.Patterns;

コンストラクタの末尾にあるコメントを次のコードに置き換えます。

TypeScript

    const vpc = new ec2.Vpc(this, "MyVpc", { 
      maxAzs: 3 // Default is all AZs in region 
    }); 

    const cluster = new ecs.Cluster(this, "MyCluster", { 
      vpc: vpc 
    }); 

    // Create a load-balanced Fargate service and make it public 
    new ecs_patterns.ApplicationLoadBalancedFargateService(this, "MyFargateService", { 
      cluster: cluster, // Required 
      cpu: 512, // Default is 256 
      desiredCount: 6, // Default is 1 
      taskImageOptions: { image: ecs.ContainerImage.fromRegistry("amazon/amazon-ecs-
sample") }, 
      memoryLimitMiB: 2048, // Default is 512 
      publicLoadBalancer: true // Default is true 
    });

JavaScript

    const vpc = new ec2.Vpc(this, "MyVpc", { 
      maxAzs: 3 // Default is all AZs in region 
    }); 

    const cluster = new ecs.Cluster(this, "MyCluster", { 
      vpc: vpc 
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    }); 

    // Create a load-balanced Fargate service and make it public 
    new ecs_patterns.ApplicationLoadBalancedFargateService(this, "MyFargateService", { 
      cluster: cluster, // Required 
      cpu: 512, // Default is 256 
      desiredCount: 6, // Default is 1 
      taskImageOptions: { image: ecs.ContainerImage.fromRegistry("amazon/amazon-ecs-
sample") }, 
      memoryLimitMiB: 2048, // Default is 512 
      publicLoadBalancer: true // Default is true 
    });

Python

        vpc = ec2.Vpc(self, "MyVpc", max_azs=3)     # default is all AZs in region 

        cluster = ecs.Cluster(self, "MyCluster", vpc=vpc) 

        ecs_patterns.ApplicationLoadBalancedFargateService(self, "MyFargateService", 
            cluster=cluster,            # Required 
            cpu=512,                    # Default is 256 
            desired_count=6,            # Default is 1 
            task_image_options=ecs_patterns.ApplicationLoadBalancedTaskImageOptions( 
                image=ecs.ContainerImage.from_registry("amazon/amazon-ecs-sample")), 
            memory_limit_mib=2048,      # Default is 512 
            public_load_balancer=True)  # Default is True

Java

        Vpc vpc = Vpc.Builder.create(this, "MyVpc") 
                            .maxAzs(3)  // Default is all AZs in region 
                            .build(); 

        Cluster cluster = Cluster.Builder.create(this, "MyCluster") 
                            .vpc(vpc).build(); 

        // Create a load-balanced Fargate service and make it public 
        ApplicationLoadBalancedFargateService.Builder.create(this, "MyFargateService") 
                    .cluster(cluster)           // Required 
                    .cpu(512)                   // Default is 256 
                     .desiredCount(6)            // Default is 1 
                     .taskImageOptions( 
                             ApplicationLoadBalancedTaskImageOptions.builder() 
                                     .image(ContainerImage.fromRegistry("amazon/amazon-
ecs-sample")) 
                                     .build()) 
                     .memoryLimitMiB(2048)       // Default is 512 
                     .publicLoadBalancer(true)   // Default is true 
                     .build();

C#

            var vpc = new Vpc(this, "MyVpc", new VpcProps 
            { 
                MaxAzs = 3 // Default is all AZs in region 
            }); 

            var cluster = new Cluster(this, "MyCluster", new ClusterProps 
            { 
                Vpc = vpc 
            }); 
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            // Create a load-balanced Fargate service and make it public 
            new ApplicationLoadBalancedFargateService(this, "MyFargateService", 
                new ApplicationLoadBalancedFargateServiceProps 
                { 
                    Cluster = cluster,          // Required 
                    DesiredCount = 6,           // Default is 1 
                    TaskImageOptions = new ApplicationLoadBalancedTaskImageOptions 
                    { 
                        Image = ContainerImage.FromRegistry("amazon/amazon-ecs-sample") 
                    }, 
                    MemoryLimitMiB = 2048,      // Default is 256 
                    PublicLoadBalancer = true   // Default is true 
                } 
            );

保存して、実行されてスタックが作成されることを確認します。

cdk synth

スタックは数百行あるため、ここでは表示しません。スタックには、1 つのデフォルトインスタンス、3 
つのアベイラビリティーゾーンのプライベートサブネットとパブリックサブネット、およびセキュリティ
グループが含まれている必要があります。

スタックをデプロイします。

cdk deploy

AWS CloudFormationアプリのデプロイ時に実行される数十のステップに関する情報が表示されます。

これこそ、Docker イメージを実行するための Fargate を利用した Amazon ECS サービスを簡単に作成で
きるということです。

クリーンアップ
AWS予期せぬ請求を避けるため、AWS CDKこの演習の終了後にスタックを破棄してください。

cdk destroy

AWS CDK の例
AWS CDKサポートされているお気に入りのプログラミング言語でのスタックとアプリのその他の例につ
いては、の CDK Examples リポジトリを参照してください GitHub。
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AWS CDKハウツー
このセクションには、を使用してタスクを実行する方法を示す短いコード例が含まれていますAWS 
CDK。

環境変数から値を取得
環境変数の値を取得するには、次のようなコードを使用します。このコードは、を環境変数の値を取得し
ますMYBUCKET。

TypeScript

// Sets bucket_name to undefined if environment variable not set
var bucket_name = process.env.MYBUCKET;

// Sets bucket_name to a default if env var doesn't exist
var bucket_name = process.env.MYBUCKET || "DefaultName";

JavaScript

// Sets bucket_name to undefined if environment variable not set
var bucket_name = process.env.MYBUCKET;

// Sets bucket_name to a default if env var doesn't exist
var bucket_name = process.env.MYBUCKET || "DefaultName";

Python

import os

# Raises KeyError if environment variable doesn't exist
bucket_name = os.environ["MYBUCKET"] 
         
# Sets bucket_name to None if environment variable doesn't exist
bucket_name = os.getenv("MYBUCKET")

# Sets bucket_name to a default if env var doesn't exist
bucket_name = os.getenv("MYBUCKET", "DefaultName")

Java

// Sets bucketName to null if environment variable doesn't exist
String bucketName = System.getenv("MYBUCKET");

// Sets bucketName to a default if env var doesn't exist
String bucketName = System.getenv("MYBUCKET");
if (bucketName == null) bucketName = "DefaultName";

C#

using System;
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// Sets bucket name to null if environment variable doesn't exist
string bucketName = Environment.GetEnvironmentVariable("MYBUCKET");

// Sets bucket_name to a default if env var doesn't exist
string bucketName = Environment.GetEnvironmentVariable("MYBUCKET") ?? "DefaultName";

AWS CloudFormation値を使う
the section called “パラメータ” (p. 151)AWS CloudFormationでのパラメータの使用方法については、を参
照してくださいAWS CDK。

AWS CloudFormation既存のテンプレート内のリソースへの参照を取得するには、を参照してくださいthe 
section called “ CloudFormation テンプレートをインポートまたは移行” (p. 250)。

AWS CloudFormation既存のテンプレートをイン
ポートまたは移行する

cloudformation-include.CfnIncludeこのコンストラクトは、AWS CloudFormationインポートされ
たテンプレート内のリソースをAWS CDK L1 コンストラクトに変換します。これらは、AWS CDKコード
で定義されている場合と同じです。これらの L1 構成は、AWS CDK上位レベルの構成で使用できます。た
とえば、これにより、L2 権限付与メソッドが定義したリソースで使用できます。

この構成は基本的に、テンプレート内の任意のリソースにAWS CDK API ラッパーを追加します。この機
能を使用すると、AWS CloudFormation既存のテンプレートを一度に 1AWS CDK つずつ移行できます。こ
のようにして、AWS CDKの便利な上位抽象化を利用できます。また、この機能を使用して、AWS CDKコ
ンストラクト APIAWS CloudFormationAWS CDK を提供してテンプレートを開発者に販売することもでき
ます。

Note

AWS CDK以前は同じ汎用目的で使用されていたv1も含まれていますaws-cdk-
lib.CfnInclude。ただし、cloudformation-include.CfnIncludeの機能の多くが欠けて
います。

AWS CloudFormationテンプレートをインポートする
AWS CloudFormationこのトピックの例に使用する簡単なテンプレートを次に示します。my-
template.json と名前を付けて保存します。提供されているテンプレートでこれらの例を試した後は、
すでにデプロイした実際のスタックのテンプレートをさらに使用してみるといいかもしれません。このテ
ンプレートはAWS CloudFormationコンソールから取得できます。

Tip

JSON か YAML テンプレートのいずれかを使用できます。YAML パーサーは受け付ける内容が多
少異なる場合があるため、可能な場合は JSON を推奨します。

{ 
  "Resources": { 
    "MyBucket": { 
      "Type": "AWS::S3::Bucket", 
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      "Properties": { 
        "BucketName": "MyBucket", 
      } 
    } 
  }
}

を使用してスタックにインポートする方法は次のとおりですcloudformation-include。

TypeScript

import * as cdk from 'aws-cdk-lib';
import * as cfninc from 'aws-cdk-lib/cloudformation-include';
import { Construct } from 'constructs';

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

    const template = new cfninc.CfnInclude(this, 'Template', {  
      templateFile: 'my-template.json', 
    }); 
  }
}

JavaScript

const cdk = require('aws-cdk-lib');
const cfninc = require('aws-cdk-lib/cloudformation-include');

class MyStack extends cdk.Stack { 
  constructor(scope, id, props) { 
    super(scope, id, props); 

    const template = new cfninc.CfnInclude(this, 'Template', {  
      templateFile: 'my-template.json', 
    }); 
  }
}

module.exports = { MyStack }

Python

import aws_cdk as cdk
from aws_cdk import cloudformation_include as cfn_inc
from constructs import Construct

class MyStack(cdk.Stack): 

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

        template = cfn_inc.CfnInclude(self, "Template",   
            template_file="my-template.json")

Java

import software.amazon.awscdk.Stack;
import software.amazon.awscdk.StackProps;
import software.amazon.awscdk.cloudformation.include.CfnInclude;
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import software.constructs.Construct;

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

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

        CfnInclude template = CfnInclude.Builder.create(this, "Template") 
         .templateFile("my-template.json") 
         .build(); 
    }
}

C#

using Amazon.CDK;
using Constructs;
using cfnInc = Amazon.CDK.CloudFormation.Include;

namespace MyApp
{ 
    public class MyStack : Stack 
    { 
        internal MyStack(Construct scope, string id, IStackProps props = null) : 
 base(scope, id, props) 
        { 
            var template = new cfnInc.CfnInclude(this, "Template", new 
 cfnInc.CfnIncludeProps 
            { 
                TemplateFile = "my-template.json" 
            }); 
        } 
    }
}

デフォルトでは、リソースをインポートすると、テンプレートのリソースの元の論理 ID が保持されます。
この動作はAWS CDK、論理 IDAWS CloudFormation を保持する必要があるテンプレートをに移行する場
合に適しています。 AWS CloudFormationAWS CloudFormationこれらをテンプレートの同じリソースとし
て認識するには、これが必要です。

代わりに、AWS CDKAWS CDK開発者が使用できるようにテンプレートのコンストラクトラッパーを開発
しているかもしれません (「ベンダー」)。その場合は、代わりに新しいリソース IDAWS CDK を生成する
ようにしてください。そうすれば、名前が競合することなく、構造をスタック内で複数回使用できます。
これを行うには、preserveLogicalIdsfalseテンプレートをインポートするときにプロパティをに設
定します。

TypeScript

const template = new cfninc.CfnInclude(this, 'MyConstruct', { 
  templateFile: 'my-template.json', 
  preserveLogicalIds: false
});

JavaScript

const template = new cfninc.CfnInclude(this, 'MyConstruct', { 
  templateFile: 'my-template.json', 
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  preserveLogicalIds: false
});

Python

template = cfn_inc.CfnInclude(self, "Template",   
    template_file="my-template.json", 
    preserve_logical_ids=False)

Java

CfnInclude template = CfnInclude.Builder.create(this, "Template") 
 .templateFile("my-template.json") 
 .preserveLogicalIds(false) 
 .build();

C#

var template = new cfnInc.CfnInclude(this, "Template", new cfn_inc.CfnIncludeProps
{ 
    TemplateFile = "my-template.json", 
    PreserveLogicalIds = false
});

AWS CDKインポートしたリソースをアプリの管理下に置くには、App通常どおりスタックをに追加しま
す。

TypeScript

import * as cdk from 'aws-cdk-lib';
import { MyStack } from '../lib/my-stack';

const app = new cdk.App();
new MyStack(app, 'MyStack');

JavaScript

const cdk = require('aws-cdk-lib');
const { MyStack } = require('../lib/my-stack');

const app = new cdk.App();
new MyStack(app, 'MyStack');

Python

import aws_cdk as cdk
from mystack.my_stack import MyStack

app = cdk.App()
MyStack(app, "MyStack")

Java

import software.amazon.awscdk.App;
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public class MyApp { 
    public static void main(final String[] args) { 
        App app = new App(); 

        new MyStack(app, "MyStack"); 
    }
}

C#

using Amazon.CDK;

namespace CdkApp
{ 
    sealed class Program 
    { 
        public static void Main(string[] args) 
        { 
            var app = new App(); 
            new MyStack(app, "MyStack"); 
        } 
    }
}

AWSスタック内のリソースに意図しない変更がないことを確認するには、AWS CDK-specific メタデータ
を省略して diff を実行します。

cdk diff --no-version-reporting --no-path-metadata --no-asset-metadata

cdk deployスタックすると、AWS CDKアプリがスタックの信頼できる情報源になります。future 
は、AWS CDKAWS CloudFormationテンプレートではなくアプリに変更を加えてください。

インポートされたリソースへのアクセス
templateサンプルコード内の名前は、AWS CloudFormationインポートされたテンプレートを表します。
そこからリソースにアクセスするには、getResource()このオブジェクトのメソッドを使用してくださ
い。返されたリソースに特定の種類のリソースとしてアクセスするには、結果を目的のタイプにキャスト
します。(Python JavaScript およびではキャストは不要です。)

TypeScript

const cfnBucket = template.getResource('MyBucket') as s3.CfnBucket;

JavaScript

const cfnBucket = template.getResource('MyBucket');

Python

cfn_bucket = template.get_resource("MyBucket")

Java

CfnBucket cfnBucket = (CfnBucket)template.getResource("MyBucket");
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C#

var cfnBucket = (CfnBucket)template.GetResource("MyBucket");

この例では、cfnBucketaws-s3.CfnBucketはクラスのインスタンスになりました。これは、AWS 
CloudFormation対応するリソースを正確に表す L1 構造です。bucket.attrArnプロパティを使用して 
ARN を取得するなど、そのタイプの他のリソースと同様に扱うことができます。

代わりに L1CfnBucket リソースを L2 aws-s3.Bucketインスタンスでラップするには、静的メソッ
ドfromBucketArn()fromBucketAttributes()、またはを使用してくださいfromBucketName()。
通常、fromBucketName()この方法が最も便利です。例:

TypeScript

const bucket = s3.Bucket.fromBucketName(this, 'Bucket', cfnBucket.ref);

JavaScript

const bucket = s3.Bucket.fromBucketName(this, 'Bucket', cfnBucket.ref);

Python

bucket = s3.Bucket.from_bucket_name(self, "Bucket", cfn_bucket.ref)

Java

Bucket bucket = (Bucket)Bucket.fromBucketName(this, "Bucket", cfnBucket.getRef());

C#

var bucket = (Bucket)Bucket.FromBucketName(this, "Bucket", cfnBucket.Ref);

他の L2 構成には、既存のリソースから構成を作成する同様の方法があります。

Bucketこの方法で構築しても、2 つ目の Amazon S3 バケットは作成されません。代わりに、Bucket新
しいインスタンスは既存のバケットをカプセル化しますCfnBucket。

この例では、bucketは自分で宣言したものと同じように使用できる L2Bucket 構造体になりました。た
とえば、これが関数で、lambdaFuncAWS Lambdaその関数にバケットへの書き込み権限を付与したいと
します。そのためには、grantWrite()バケットの便利な方法を使用してください。必要な IAM ポリシー
を自分で作成する必要はありません。

TypeScript

bucket.grantWrite(lambdaFunc);

JavaScript

bucket.grantWrite(lambdaFunc);

Python

bucket.grant_write(lambda_func)
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Java

bucket.grantWrite(lambdaFunc);

C#

bucket.GrantWrite(lambdaFunc);

パラメーターの置換
AWS CloudFormation付属のテンプレートにパラメータがある場合は、parametersプロパティを使用し
てテンプレートをインポートするときに、これらをビルド時の値に置き換えることができます。次の例で
は、UploadBucketAWS CDKパラメータをコード内の他の場所で定義されたバケットの ARN に置き換え
ます。

TypeScript

const template = new cfninc.CfnInclude(this, 'Template', { 
  templateFile: 'my-template.json', 
  parameters: { 
    'UploadBucket': bucket.bucketArn, 
  },
});

JavaScript

const template = new cfninc.CfnInclude(this, 'Template', { 
  templateFile: 'my-template.json', 
  parameters: { 
    'UploadBucket': bucket.bucketArn, 
  },
});

Python

template = cfn_inc.CfnInclude(self, "Template",   
    template_file="my-template.json", 
    parameters=dict(UploadBucket=bucket.bucket_arn)
)

Java

CfnInclude template = CfnInclude.Builder.create(this, "Template") 
 .templateFile("my-template.json") 
 .parameters(java.util.Map.of(    // Map.of requires Java 9+ 
   "UploadBucket", bucket.getBucketArn())) 
 .build();

C#

var template = new cfnInc.CfnInclude(this, "Template", new cfnInc.CfnIncludeProps
{ 
    TemplateFile = "my-template.json", 
    Parameters = new Dictionary<string, string> 
    { 
        { "UploadBucket", bucket.BucketArn } 
    }
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});

その他のテンプレート要素
リソースだけでなく、AWS CloudFormation任意のテンプレート要素をインポートできます。AWS CDKイ
ンポートされた要素はスタックの一部になります。これらの要素をインポートするには、CfnIncludeオ
ブジェクトの以下のメソッドを使用します。

• getCondition()-AWS CloudFormation 条件
• getHook()-AWS CloudFormation ブルー/グリーンデプロイメント用フック
• getMapping()-AWS CloudFormation マッピング
• getOutput()-AWS CloudFormation 出力
• getParameter()-AWS CloudFormation パラメーター
• getRule()-AWS CloudFormation AWS Service Catalogテンプレートのルール

これらの各メソッドは、AWS CloudFormation特定のタイプの要素を表すクラスのインスタンスを返しま
す。これらのオブジェクトは変更可能です。変更を加えると、AWS CDKスタックから生成されたテンプ
レートに反映されます。たとえば、次のコードは、テンプレートからパラメータをインポートし、そのデ
フォルトを変更します。

TypeScript

const param = template.getParameter('MyParameter');
param.default = "AWS CDK"

JavaScript

const param = template.getParameter('MyParameter');
param.default = "AWS CDK"

Python

param = template.get_parameter("MyParameter")
param.default = "AWS CDK"

Java

CfnParameter param = template.getParameter("MyParameter");
param.setDefaultValue("AWS CDK")

C#

var cfnBucket = (CfnBucket)template.GetResource("MyBucket");
var param = template.GetParameter("MyParameter");
param.Default = "AWS CDK";

ネストされたスタック
ネストされたスタックは、メインテンプレートをインポートするとき、または後で指定すること
でインポートできます。ネストされたテンプレートはローカルファイルに保存する必要があります
が、NestedStackメインテンプレートではリソースとして参照する必要があります。また、AWS CDK
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コードで使用されるリソース名は、メインテンプレートのネストされたスタックに使用される名前と一致
する必要があります。

メインテンプレートにこのリソース定義があるため、次のコードは、参照先のネストスタックを両方の方
法でインポートする方法を示しています。

"NestedStack": { 
  "Type": "AWS::CloudFormation::Stack", 
  "Properties": { 
    "TemplateURL": "https://my-s3-template-source.s3.amazonaws.com/nested-stack.json" 
  }

TypeScript

// include nested stack when importing main stack
const mainTemplate = new cfninc.CfnInclude(this, 'MainStack', { 
  templateFile: 'main-template.json', 
  loadNestedStacks: { 
    'NestedStack': { 
      templateFile: 'nested-template.json', 
    }, 
  },
});

// or add it some time after importing the main stack
const nestedTemplate = mainTemplate.loadNestedStack('NestedTemplate', { 
  templateFile: 'nested-template.json',
});

JavaScript

// include nested stack when importing main stack
const mainTemplate = new cfninc.CfnInclude(this, 'MainStack', { 
  templateFile: 'main-template.json', 
  loadNestedStacks: { 
    'NestedStack': { 
      templateFile: 'nested-template.json', 
    }, 
  },
});

// or add it some time after importing the main stack
const nestedTemplate = mainTemplate.loadNestedStack('NestedStack', { 
  templateFile: 'my-nested-template.json',
});

Python

# include nested stack when importing main stack
main_template = cfn_inc.CfnInclude(self, "MainStack",   
    template_file="main-template.json", 
    load_nested_stacks=dict(NestedStack= 
        cfn_inc.CfnIncludeProps(template_file="nested-template.json")))

# or add it some time after importing the main stack
nested_template = main_template.load_nested_stack("NestedStack",  
    template_file="nested-template.json")

Java

CfnInclude mainTemplate = CfnInclude.Builder.create(this, "MainStack") 
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 .templateFile("main-template.json") 
 .loadNestedStacks(java.util.Map.of(    // Map.of requires Java 9+ 
    "NestedStack", CfnIncludeProps.builder() 
    .templateFile("nested-template.json").build())) 
 .build();

// or add it some time after importing the main stack
IncludedNestedStack nestedTemplate = mainTemplate.loadNestedStack("NestedTemplate", 
 CfnIncludeProps.builder() 
  .templateFile("nested-template.json") 
  .build());

C#

// include nested stack when importing main stack
var mainTemplate = new cfnInc.CfnInclude(this, "MainStack", new cfnInc.CfnIncludeProps
{ 
    TemplateFile = "main-template.json", 
    LoadNestedStacks = new Dictionary<string, cfnInc.ICfnIncludeProps> 
    { 
        { "NestedStack", new cfnInc.CfnIncludeProps { TemplateFile = "nested-
template.json" } } 
    }
});

// or add it some time after importing the main stack
var nestedTemplate = mainTemplate.LoadNestedStack("NestedTemplate", new 
 cfnInc.CfnIncludeProps { 
    TemplateFile = 'nested-template.json'
});

ネストされた複数のスタックは、どちらか一方または両方の方法でインポートできます。メインテンプ
レートをインポートするときは、ネストされた各スタックのリソース名とそのテンプレートファイル間の
マッピングを指定します。このマッピングには、任意の数のエントリを含めることができます。最初のイ
ンポート後に実行するには、ネストされたスタックごとにloadNestedStack() 1 回呼び出します。

ネストされたスタックをインポートすると、getNestedStack()メインテンプレートのメソッドを使用し
てアクセスできます。

TypeScript

const nestedStack = mainTemplate.getNestedStack('NestedStack').stack;

JavaScript

const nestedStack = mainTemplate.getNestedStack('NestedStack').stack;

Python

nested_stack = main_template.get_nested_stack("NestedStack").stack

Java

NestedStack nestedStack = mainTemplate.getNestedStack("NestedStack").getStack();

C#

var nestedStack = mainTemplate.GetNestedStack("NestedStack").Stack;
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getNestedStack()IncludedNestedStackこのメソッドはインスタンスを返します。このインス
タンスから、AWS CDKNestedStackstackプロパティを介してインスタンスにアクセスできます 
(例を参照)。AWS CloudFormationを使用して元のテンプレートオブジェクトにアクセスすることもで
きincludedTemplate、AWS CloudFormationそこからリソースやその他の要素を読み込むことができま
す。

AWS CloudFormationパブリックレジストリのリ
ソースを使用する

AWS CloudFormationパブリックレジストリは、AWS CloudFormationAWS両者および第三者からのエク
ステンションを集めたものです。拡張はすべてのAWSお客様が使用できます。独自の拡張を公開して他の
ユーザーが使用できるようにすることもできます。エクステンションには、リソースとモジュールの 2 種
類があります。AWS CDKCfnResourceコンストラクトを使用してアプリでパブリックリソースエクステ
ンションを使用できます。

によって公開されているすべての公開拡張機能はAWS、ユーザー側での操作なしに、すべてのリージョン
のすべてのアカウントで使用できます。ただし、使用する各サードパーティ拡張を、使用する各アカウン
トおよびリージョンでアクティブ化する必要があります。

Note

AWS CloudFormationサードパーティのリソースタイプで使用すると、料金が発生します。
料金は、1 か月あたりに実行するハンドラー操作の数とハンドラー操作期間に基づいていま
す。CloudFormation 詳細については価格をご覧ください。

CloudFormationこの機能の詳しい説明については、「公開拡張の使用」AWS CloudFormation を参照して
ください。

アカウントとリージョンのサードパーティリソースを
有効にする
AWSによって公開されている拡張機能はアクティベーションを必要とせず、すべてのアカウントとリー
ジョンでいつでも利用できます。サードパーティのエクステンションは、を使用してAWS Management 
Console、経由でAWS Command Line Interface、AWS CloudFormationまたは特別なリソースをデプロイ
することによってアクティブ化できます。

を使用してサードパーティの拡張機能をアクティブ化したりAWS Management Console、使用可能なリ
ソースを確認したりするには、次の手順に従ってください。
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1. AWS拡張機能を使いたいアカウントにサインインして、使いたい地域に切り替えます。
2. CloudFormation サービスメニューからコンソールに移動します。
3. ナビゲーションバーで「公開拡張」を選択し、「パブリッシャー」の下にある「サードパーティ」ラジ

オボタンを有効にします。利用可能なサードパーティのパブリックエクステンションのリストが表示さ
れます。(AWS公開されている拡張機能のリストを表示するように選択することもできますがAWS、有
効化する必要はありません)。

4. リストを参照して、有効化したい拡張機能を探します。または、検索し、拡張機能のカードの右上隅に
あるラジオボタンを有効にします。

5. リストの一番上にある Activate ボタンを選択して、選択したエクステンションを有効にします。拡張機
能の [アクティベーション] ページが表示されます。

6. Activate ページでは、エクステンションのデフォルト名を変更したり、実行ロールとロギング設定を指
定したりできます。また、新しいバージョンがリリースされる際にも拡張機能を自動的に更新するかど
うかを選択できます。これらのオプションを自由に設定したら、ページ下部の [拡張機能を有効にする] 
を選択します。

を使用してサードパーティの拡張機能をアクティブ化するにはAWS CLI、activate-type コマンドを使
用します。使用したいカスタムタイプの ARN を指示どおりに置き換えてください。

aws cloudformation activate-type --public-type-arn public_extension_ARN --auto-update-
activated

CloudFormation または CDK を使用して拡張機能をアクティブ化するに
は、AWS::CloudFormation::TypeActivation次のプロパティを指定してタイプのリソースをデプロ
イします。

• TypeName-タイプの名前 (など)AWSQS::EKS::Cluster。
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• MajorVersion-必要な拡張機能のメジャーバージョン番号。最新バージョンを指定する場合は省略しま
す。

• AutoUpdate-発行者が新しいマイナーバージョンをリリースしたときに、この拡張機能を自動的に更新
するかどうか。(メジャーバージョンを更新するには、MajorVersionプロパティを明示的に変更する必
要があります)。

• ExecutionRoleArn-この拡張機能が実行される IAM ロールの ARN。
• LoggingConfig-拡張機能のロギング設定。

TypeActivationリソースは、CfnResourceコンストラクトを使用して CDK によってデプロイできま
す。これは、次のセクションで実際の拡張について示します。

AWS CloudFormationパブリックレジストリから CDK 
アプリへのリソースの追加
CfnResourceこのコンストラクトを使用して、AWS CloudFormationパブリックレジストリのリソースを
アプリケーションに含めます。この構成は CDKaws-cdk-lib のモジュールにあります。

たとえば、MY::S5::UltimateBucketAWS CDKアプリケーションで使用したいという名前の
公開リソースがあるとします。このリソースには、バケット名というプロパティが 1 つありま
す。CfnResource対応するインスタンスは次のようになります。

TypeScript

const ubucket = new CfnResource(this, 'MyUltimateBucket', { 
    type: 'MY::S5::UltimateBucket::MODULE', 
    properties: { 
           BucketName: 'UltimateBucket' 
    }
});

JavaScript

const ubucket = new CfnResource(this, 'MyUltimateBucket', { 
    type: 'MY::S5::UltimateBucket::MODULE', 
    properties: { 
           BucketName: 'UltimateBucket' 
    }
});

Python

ubucket = CfnResource(self, "MyUltimateBucket", 
            type="MY::S5::UltimateBucket::MODULE", 
            properties=dict( 
                BucketName="UltimateBucket"))

Java

CfnResource.Builder.create(this, "MyUltimateBucket") 
 .type("MY::S5::UltimateBucket::MODULE") 
 .properties(java.util.Map.of(    // Map.of requires Java 9+ 
     "BucketName", "UltimateBucket")) 
 .build();
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C#

new CfnResource(this, "MyUltimateBucket", new CfnResourceProps
{ 
    Type = "MY::S5::UltimateBucket::MODULE", 
    Properties = new Dictionary<string, object> 
    { 
        ["BucketName"] = "UltimateBucket" 
    }
});

Systems Manager Parameter Store から値を取得す
る

AWS CDKAWS Systems Managerはパラメータストア属性の値を取得できます。合成中、AWS CDKは
トークンを生成しますが、AWS CloudFormationそのトークンはデプロイ中に解決されます (p. 145)。

は、AWS CDKプレーン値とセキュア値の両方の取得をサポートしています。どちらの種類の値の特定の
バージョンをリクエストしてもかまいません。単純な値の場合のみ、リクエストからバージョンを省略し
て最新バージョンを受け取ることができます。セキュア属性の値をリクエストするときは、必ずバージョ
ンを指定する必要があります。

Note

このトピックでは、AWS Systems Managerパラメータストアから属性を読み取る方法を示しま
す。シークレットを読むこともできますAWS Secrets Manager (を参照値を取得AWS Secrets 
Manager (p. 266))。

デプロイ時にSystems Manager の値を読み取る
Systems Manager パラメータストアから値を読み取るに
は、valueForStringvalueForSecureStringParameterパラメータとメソッドを使用します。必要な属性がプ
レーン文字列か安全な文字列値かに基づいて方法を選択します。これらのメソッドは、実際の値ではなく
トークンを返します (p. 145)。AWS CloudFormationこの値はデプロイ中に解決されます。

現在、AWSこの機能をサポートしているサービスは限られています。

TypeScript

import * as ssm from 'aws-cdk-lib/aws-ssm';

// Get latest version or specified version of plain string attribute
const latestStringToken = ssm.StringParameter.valueForStringParameter( 
    this, 'my-plain-parameter-name');      // latest version
const versionOfStringToken = ssm.StringParameter.valueForStringParameter( 
    this, 'my-plain-parameter-name', 1);   // version 1

// Get specified version of secure string attribute
const secureStringToken = ssm.StringParameter.valueForSecureStringParameter( 
    this, 'my-secure-parameter-name', 1);   // must specify version

JavaScript

const ssm = require('aws-cdk-lib/aws-ssm');
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// Get latest version or specified version of plain string attribute
const latestStringToken = ssm.StringParameter.valueForStringParameter( 
    this, 'my-plain-parameter-name');      // latest version
const versionOfStringToken = ssm.StringParameter.valueForStringParameter( 
    this, 'my-plain-parameter-name', 1);   // version 1

// Get specified version of secure string attribute
const secureStringToken = ssm.StringParameter.valueForSecureStringParameter( 
    this, 'my-secure-parameter-name', 1);   // must specify version

Python

import aws_cdk.aws_ssm as ssm 
           
# Get latest version or specified version of plain string attribute
latest_string_token = ssm.StringParameter.value_for_string_parameter( 
    self, "my-plain-parameter-name")
latest_string_token = ssm.StringParameter.value_for_string_parameter( 
    self, "my-plain-parameter-name", 1)

# Get specified version of secure string attribute
secure_string_token = ssm.StringParameter.value_for_secure_string_parameter( 
    self, "my-secure-parameter-name", 1)   # must specify version

Java

import software.amazon.awscdk.services.ssm.StringParameter;

//Get latest version or specified version of plain string attribute
String latestStringToken = StringParameter.valueForStringParameter( 
            this, "my-plain-parameter-name");       // latest version
String versionOfStringToken = StringParameter.valueForStringParameter( 
            this, "my-plain-parameter-name", 1);    // version 1

//Get specified version of secure string attribute
String secureStringToken = StringParameter.valueForSecureStringParameter( 
            this, "my-secure-parameter-name", 1);   // must specify version

C#

using Amazon.CDK.AWS.SSM;

// Get latest version or specified version of plain string attribute
var latestStringToken = StringParameter.ValueForStringParameter( 
    this, "my-plain-parameter-name");      // latest version
var versionOfStringToken = StringParameter.ValueForStringParameter( 
    this, "my-plain-parameter-name", 1);   // version 1

// Get specified version of secure string attribute
var secureStringToken = StringParameter.ValueForSecureStringParameter( 
    this, "my-secure-parameter-name", 1);   // must specify version

合成時のSystems Manager 値の読み取り
合成時にパラメータを「ベイクイン」すると便利な場合があります。このように、AWS CloudFormation
生成されるテンプレートは、デプロイ中に値を解決するのではなく、常に同じ値を使用します。

合成時に Systems Manager パラメータストアから値を読み取るには、valueFromLookup次のメソッドを
使用します (Python: value_from_lookup)。 このメソッドは、the section called “Context” (p. 185)パラ
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メータの実際の値を値として返します。cdk.json値がまだキャッシュされていないか、コマンドライン
に渡されていない場合は、AWS現在のアカウントから取得されます。このため、スタックは明示的なアカ
ウントおよびリージョン情報と合成する必要があります。

取得できるのは Systems Manager の文字列のみで、安全な文字列は取得できません。特定のバージョンを
リクエストすることはできません。常に最新バージョンが返されます。

Important

取得した値は、AWS CloudFormation最終的に合成テンプレートに格納されます。AWS 
CloudFormationテンプレートにアクセスできるユーザーとその価値によっては、これはセキュリ
ティ上のリスクとなる可能性があります。一般的に、パスワードやキーなどの非公開にしたい値
にはこの機能を使用しないでください。

TypeScript

import * as ssm from 'aws-cdk-lib/aws-ssm';

const stringValue = ssm.StringParameter.valueFromLookup(this, 'my-plain-parameter-
name');

JavaScript

const ssm = require('aws-cdk-lib/aws-ssm');

const stringValue = ssm.StringParameter.valueFromLookup(this, 'my-plain-parameter-
name');

Python

import aws_cdk.aws_ssm as ssm

string_value = ssm.StringParameter.value_from_lookup(self, "my-plain-parameter-name")

Java

import software.amazon.awscdk.services.ssm.StringParameter;

String stringValue = StringParameter.valueFromLookup(this, "my-plain-parameter-name");

C#

using Amazon.CDK.AWS.SSM;

var stringValue = StringParameter.ValueFromLookup(this, "my-plain-parameter-name");

Systems Manager への値の書き込み
AWSCLIAWS Management Console、またはAWS SDK を使用して Systems Manager のパラメータ値を
設定できます。次の例では、ssm put-parameter CLI コマンドを使用しています。

aws ssm put-parameter --name "parameter-name" --type "String" --value "parameter-value"
aws ssm put-parameter --name "secure-parameter-name" --type "SecureString" --value "secure-
parameter-value"
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既に存在する SSM 値を更新する場合は、--overwriteオプションも含めてください。

aws ssm put-parameter --overwrite --name "parameter-name" --type "String" --value 
 "parameter-value"
aws ssm put-parameter --overwrite --name "secure-parameter-name" --type "SecureString" --
value "secure-parameter-value"

値を取得AWS Secrets Manager
AWS Secrets ManagerAWS CDKアプリ内の値を使用するには、fromSecretAttributes() メソッドを使用し
ます。これは Secrets Manager から取得され、AWS CloudFormationデプロイ時に使用される値を表しま
す。

TypeScript

import * as sm from "aws-cdk-lib/aws-secretsmanager";

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

    const secret = sm.Secret.fromSecretAttributes(this, "ImportedSecret", { 
      secretCompleteArn: 
        "arn:aws:secretsmanager:<region>:<account-id-number>:secret:<secret-name>-
<random-6-characters>" 
      // If the secret is encrypted using a KMS-hosted CMK, either import or reference 
 that key: 
      // encryptionKey: ... 
    });

JavaScript

const sm = require("aws-cdk-lib/aws-secretsmanager");

class SecretsManagerStack extends cdk.Stack { 
  constructor(scope, id, props) { 
    super(scope, id, props); 

    const secret = sm.Secret.fromSecretAttributes(this, "ImportedSecret", { 
      secretCompleteArn: 
        "arn:aws:secretsmanager:<region>:<account-id-number>:secret:<secret-name>-
<random-6-characters>" 
      // If the secret is encrypted using a KMS-hosted CMK, either import or reference 
 that key: 
      // encryptionKey: ... 
    }); 
  }
}

module.exports = { SecretsManagerStack }

Python

import aws_cdk.aws_secretsmanager as sm

class SecretsManagerStack(cdk.Stack): 
    def __init__(self, scope: cdk.App, id: str, **kwargs): 
      super().__init__(scope, name, **kwargs) 
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      secret = sm.Secret.from_secret_attributes(self, "ImportedSecret", 
          secret_complete_arn="arn:aws:secretsmanager:<region>:<account-id-
number>:secret:<secret-name>-<random-6-characters>", 
          # If the secret is encrypted using a KMS-hosted CMK, either import or 
 reference that key: 
          # encryption_key=.... 
      )

Java

import software.amazon.awscdk.services.secretsmanager.Secret;
import software.amazon.awscdk.services.secretsmanager.SecretAttributes;

public class SecretsManagerStack extends Stack { 
    public SecretsManagerStack(App scope, String id) { 
        this(scope, id, null); 
    } 
     
    public SecretsManagerStack(App scope, String id, StackProps props) { 
        super(scope, id, props); 
         
        Secret secret = (Secret)Secret.fromSecretAttributes(this, "ImportedSecret", 
 SecretAttributes.builder() 
            .secretCompleteArn("arn:aws:secretsmanager:<region>:<account-id-
number>:secret:<secret-name>-<random-6-characters>") 
             // If the secret is encrypted using a KMS-hosted CMK, either import or 
 reference that key: 
             // .encryptionKey(...) 
             .build()); 
    }
}

C#

using Amazon.CDK.AWS.SecretsManager;

public class SecretsManagerStack : Stack
{ 
    public SecretsManagerStack(App scope, string id, StackProps props) : base(scope, 
 id, props) { 

        var secret = Secret.FromSecretAttributes(this, "ImportedSecret", new 
 SecretAttributes { 
            SecretCompleteArn = "arn:aws:secretsmanager:<region>:<account-id-
number>:secret:<secret-name>-<random-6-characters>" 
            // If the secret is encrypted using a KMS-hosted CMK, either import or 
 reference that key: 
            // encryptionKey = ..., 
        }); 
    }

Tip

create-secret CLI コマンドを使用して、テスト時などにコマンドラインからシークレットを作成
します。

aws secretsmanager create-secret --name ImportedSecret --secret-string 
 mygroovybucket

このコマンドは、前の例で使用できる ARN を返します。
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インスタンスを作成すると、SecretsecretValueインスタンスの属性からシークレットの値を取得で
きます。SecretValue値はという特殊なタイプのインスタンスで表されますthe section called “トーク
ン” (p. 145)。トークンなので、解決して初めて意味を持ちます。CDK アプリは実際の値にアクセスする
必要はありません。代わりに、SecretValueアプリはインスタンス (またはその文字列または数値表現) 
を、値を必要とする任意の CDK メソッドに渡すことができます。

複数のスタックを含むアプリケーションを作成しま
す

AWS CDK開発者ガイドのコード例のほとんどには、1 つのスタックしか含まれていません。ただし、
スタックをいくつでも含むアプリケーションを作成できます。AWS CloudFormation各スタックの結果
は独自のテンプレートになります。スタックはデプロイの単位です。アプリケーション内の各スタック
は、cdk deployコマンドを使用して個別に合成およびデプロイできます。

このトピックでは、以下について説明します。

• Stackクラスを拡張して新しいプロパティや引数を受け入れる方法
• これらのプロパティを使用してスタックに含まれるリソースとその設定を変更する方法
• このクラスから複数のスタックをインスタンス化する方法

この例では、encryptBucket (Python:) という名前のブール型プロパティを使用していま
す。encrypt_bucket)。 Amazon S3 バケットを暗号化する必要があるかどうかを示します。その場合、
スタックはAWS Key Management Service (AWS KMS) によって管理されるキーを使用して暗号化を有効
にします。アプリはこのスタックのインスタンスを 2 つ作成します。1 つは暗号化あり、もう 1 つは暗号
化なしです。

開始する前に
まだ Node.jsAWS CDK とコマンドラインツールをインストールしていない場合は、まずとコマンドライン
ツールをインストールします。詳細については、「AWS CDK の開始方法 (p. 9)」を参照してください。

次に、AWS CDKコマンドラインで次のコマンドを入力してプロジェクトを作成します。

TypeScript

mkdir multistack
cd multistack
cdk init --language=typescript

JavaScript

mkdir multistack
cd multistack
cdk init --language=javascript

Python

mkdir multistack
cd multistack
cdk init --language=python
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
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Java

mkdir multistack
cd multistack
cdk init --language=java

生成された Maven プロジェクトを Java IDE にインポートできます。
C#

mkdir multistack
cd multistack
cdk init --language=csharp

このファイルは Visual Studiosrc/Pipeline.sln で開くことができます。

オプションパラメータの追加
propsStackコンストラクターの引数はインターフェースを満たしますStackProps。この例で
は、Amazon S3 バケットを暗号化するかどうかを示す追加のプロパティをスタックに受け入れさせる必要
があります。プロパティを含むインターフェイスまたはクラスを作成する必要があります。これにより、
コンパイラーはプロパティにブール値が含まれていることを確認し、IDE でそのプロパティのオートコン
プリートを有効にできます。

そのため、指定されたソースファイルを IDE またはエディタで開き、新しいインターフェイス、クラス、
または引数を追加してください。変更後のコードは次のようになります。追加した行は太字で示されてい
ます。

TypeScript

ファイル: lib/multistack-stack.ts

import * as cdk from 'aws-cdk-lib';
import { Construct } from 'constructs';

interface MultiStackProps extends cdk.StackProps { 
  encryptBucket?: boolean;
}

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

    // The code that defines your stack goes here 
  }
}

JavaScript

ファイル: lib/multistack-stack.js

JavaScript にはインターフェース機能はありません。コードを追加する必要はありません。

const cdk = require('aws-cdk-stack');

class MultistackStack extends cdk.Stack { 
  constructor(scope, id, props) { 
    super(scope, id, props); 
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    // The code that defines your stack goes here 
  }
}

module.exports = { MultistackStack }

Python

ファイル: multistack/multistack_stack.py

Python にはインターフェース機能がないため、キーワード引数を追加して新しいプロパティを受け入
れるようにスタックを拡張します。

import aws_cdk as cdk
from constructs import Construct

class MultistackStack(cdk.Stack):

    # The Stack class doesn't know about our encrypt_bucket parameter, 
    # so accept it separately and pass along any other keyword arguments.
    def __init__(self, scope: Construct, id: str, *, encrypt_bucket=False,
                 **kwargs) -> None: 
        super().__init__(scope, id, **kwargs) 

        # The code that defines your stack goes here

Java

ファイル: src/main/java/com/myorg/MultistackStack.java

Java で props 型を拡張するのは、私たちが実際に説明したいと思うよりもずっと複雑です。代わり
に、オプションの Boolean パラメーターを受け入れるようにスタックのコンストラクターを記述して
ください。propsはオプションの引数なので、省略できる追加のコンストラクターを作成します。デ
フォルトはですfalse。

package com.myorg;

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

import software.amazon.awscdk.services.s3.Bucket;

public class MultistackStack extends Stack {
    // additional constructors to allow props and/or encryptBucket to be omitted 
    public MultistackStack(final Construct scope, final String id, boolean 
 encryptBucket) { 
        this(scope, id, null, encryptBucket); 
    } 
     
    public MultistackStack(final Construct scope, final String id) { 
        this(scope, id, null, false); 
    }

    public MultistackStack(final Construct scope, final String id, final StackProps 
 props, 
             final boolean encryptBucket) { 
        super(scope, id, props); 

        // The code that defines your stack goes here 
    }
}
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C#

ファイル: src/Multistack/MultistackStack.cs

using Amazon.CDK;
using constructs;

namespace Multistack
{ 
     

    public class MultiStackProps : StackProps 
    { 
        public bool? EncryptBucket { get; set; } 
    }

    public class MultistackStack : Stack 
    { 
        public MultistackStack(Construct scope, string id, MultiStackProps props) : 
 base(scope, id, props) 
        { 
            // The code that defines your stack goes here 
        } 
    }
}

新しいプロパティはオプションです。encryptBucket(Python:encrypt_bucket) が存在しない場合、そ
の値はundefined、またはローカルで同等の値になります。バケットはデフォルトで暗号化されません。

スタッククラスを定義する
それでは、新しいプロパティを使用してスタッククラスを定義しましょう。コードを次のようになりま
す。追加または変更が必要なコードは太字で表示されます。

TypeScript

ファイル: lib/multistack-stack.ts

import * as cdk from 'aws-cdk-lib';
import { Construct } from constructs;
import * as s3 from 'aws-cdk-lib/aws-s3';

interface MultistackProps extends cdk.StackProps { 
  encryptBucket?: boolean;
}

export class MultistackStack extends cdk.Stack { 
  constructor(scope: Construct, id: string, props?: MultistackProps) { 
    super(scope, id, props); 
     
    // Add a Boolean property "encryptBucket" to the stack constructor. 
    // If true, creates an encrypted bucket. Otherwise, the bucket is unencrypted. 
    // Encrypted bucket uses KMS-managed keys (SSE-KMS). 
    if (props && props.encryptBucket) { 
      new s3.Bucket(this, "MyGroovyBucket", { 
        encryption: s3.BucketEncryption.KMS_MANAGED,  
        removalPolicy: cdk.RemovalPolicy.DESTROY 
      }); 
    } else { 
      new s3.Bucket(this, "MyGroovyBucket", { 
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        removalPolicy: cdk.RemovalPolicy.DESTROY}); 
    } 
  }
}

JavaScript

ファイル: lib/multistack-stack.js

const cdk = require('aws-cdk-lib');
const s3 = require('aws-cdk-lib/aws-s3');

class MultistackStack extends cdk.Stack { 
  constructor(scope, id, props) { 
    super(scope, id, props); 
     
    // Add a Boolean property "encryptBucket" to the stack constructor. 
    // If true, creates an encrypted bucket. Otherwise, the bucket is unencrypted. 
    // Encrypted bucket uses KMS-managed keys (SSE-KMS). 
    if ( props && props.encryptBucket) { 
      new s3.Bucket(this, "MyGroovyBucket", { 
        encryption: s3.BucketEncryption.KMS_MANAGED,  
        removalPolicy: cdk.RemovalPolicy.DESTROY 
      }); 
    } else { 
      new s3.Bucket(this, "MyGroovyBucket", { 
        removalPolicy: cdk.RemovalPolicy.DESTROY}); 
    }
  }
}

module.exports = { MultistackStack }

Python

ファイル: multistack/multistack_stack.py

import aws_cdk as cdk
from constructs import Construct
from aws_cdk import aws_s3 as s3

class MultistackStack(cdk.Stack): 

    # The Stack class doesn't know about our encrypt_bucket parameter, 
    # so accept it separately and pass along any other keyword arguments. 
    def __init__(self, scope: Construct, id: str, *, encrypt_bucket=False, 
                 **kwargs) -> None: 
        super().__init__(scope, id, **kwargs)

        # Add a Boolean property "encryptBucket" to the stack constructor. 
        # If true, creates an encrypted bucket. Otherwise, the bucket is unencrypted. 
        # Encrypted bucket uses KMS-managed keys (SSE-KMS). 
        if encrypt_bucket: 
            s3.Bucket(self, "MyGroovyBucket", 
                      encryption=s3.BucketEncryption.KMS_MANAGED, 
                      removal_policy=cdk.RemovalPolicy.DESTROY) 
        else: 
            s3.Bucket(self, "MyGroovyBucket", 
                     removal_policy=cdk.RemovalPolicy.DESTROY)

Java

ファイル: src/main/java/com/myorg/MultistackStack.java
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package com.myorg;

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

import software.amazon.awscdk.services.s3.Bucket;
import software.amazon.awscdk.services.s3.BucketEncryption;

public class MultistackStack extends Stack { 
    // additional constructors to allow props and/or encryptBucket to be omitted 
    public MultistackStack(final Construct scope, final String id, 
            boolean encryptBucket) { 
        this(scope, id, null, encryptBucket); 
    } 

    public MultistackStack(final Construct scope, final String id) { 
        this(scope, id, null, false); 
    } 

    // main constructor 
    public MultistackStack(final Construct scope, final String id, 
            final StackProps props, final boolean encryptBucket) { 
        super(scope, id, props);

        // Add a Boolean property "encryptBucket" to the stack constructor. 
        // If true, creates an encrypted bucket. Otherwise, the bucket is 
        // unencrypted. Encrypted bucket uses KMS-managed keys (SSE-KMS). 
        if (encryptBucket) { 
            Bucket.Builder.create(this, "MyGroovyBucket") 
                    .encryption(BucketEncryption.KMS_MANAGED) 
                    .removalPolicy(RemovalPolicy.DESTROY).build(); 
        } else { 
            Bucket.Builder.create(this, "MyGroovyBucket") 
                    .removalPolicy(RemovalPolicy.DESTROY).build(); 
        } 
    }
}

C#

ファイル: src/Multistack/MultistackStack.cs

using Amazon.CDK;
using Amazon.CDK.AWS.S3;

namespace Multistack
{ 
     
    public class MultiStackProps : StackProps 
    { 
        public bool? EncryptBucket { get; set; } 
    } 

    public class MultistackStack : Stack 
    { 
        public MultistackStack(Construct scope, string id, IMultiStackProps props = 
 null) : base(scope, id, props) 
        {
            // Add a Boolean property "EncryptBucket" to the stack constructor. 
            // If true, creates an encrypted bucket. Otherwise, the bucket is 
 unencrypted. 
            // Encrypted bucket uses KMS-managed keys (SSE-KMS). 
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            if (props?.EncryptBucket ?? false) 
            { 
                new Bucket(this, "MyGroovyBucket", new BucketProps 
                { 
                    Encryption = BucketEncryption.KMS_MANAGED, 
                    RemovalPolicy = RemovalPolicy.DESTROY 
                }); 
            } 
            else 
            { 
                new Bucket(this, "MyGroovyBucket", new BucketProps 
                { 
                    RemovalPolicy = RemovalPolicy.DESTROY 
                }); 
            }
        } 
    }
}

2 つのスタックインスタンスを作成
次に、2 つの別々のスタックをインスタンス化するコードを追加します。以前と同様に、太字で示されて
いるコード行は追加する必要があります。MultistackStack既存の定義を削除します。

TypeScript

ファイル: bin/multistack.ts

#!/usr/bin/env node
import 'source-map-support/register';
import * as cdk from 'aws-cdk-lib';
import { MultistackStack } from '../lib/multistack-stack';

const app = new cdk.App();

new MultistackStack(app, "MyWestCdkStack", { 
    env: {region: "us-west-1"}, 
    encryptBucket: false
}); 
   
new MultistackStack(app, "MyEastCdkStack", { 
    env: {region: "us-east-1"}, 
    encryptBucket: true
});
          
app.synth();

JavaScript

ファイル: bin/multistack.js

#!/usr/bin/env node
const cdk = require('aws-cdk-lib');
const { MultistackStack } = require('../lib/multistack-stack');

const app = new cdk.App();

new MultistackStack(app, "MyWestCdkStack", { 
    env: {region: "us-west-1"}, 
    encryptBucket: false
}); 
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new MultistackStack(app, "MyEastCdkStack", { 
    env: {region: "us-east-1"}, 
    encryptBucket: true
});
          
app.synth();

Python

ファイル: ./app.py

#!/usr/bin/env python3

import aws_cdk as cdk

from multistack.multistack_stack import MultistackStack

app = cdk.App()
MultistackStack(app, "MyWestCdkStack", 
                env=cdk.Environment(region="us-west-1"), 
                encrypt_bucket=False)

MultistackStack(app, "MyEastCdkStack", 
                env=cdk.Environment(region="us-east-1"), 
                encrypt_bucket=True)
            
app.synth()

Java

ファイル: src/main/java/com/myorg/MultistackApp.java

package com.myorg;

import software.amazon.awscdk.App;
import software.amazon.awscdk.Environment;
import software.amazon.awscdk.StackProps;

public class MultistackApp { 
    public static void main(final String argv[]) { 
        App app = new App();

        new MultistackStack(app, "MyWestCdkStack", StackProps.builder() 
                .env(Environment.builder() 
                        .region("us-west-1") 
                        .build()) 
                .build(), false); 

        new MultistackStack(app, "MyEastCdkStack", StackProps.builder() 
                .env(Environment.builder() 
                        .region("us-east-1") 
                        .build()) 
                .build(), true);

        app.synth(); 
    }
}

C#

ファイル:src/Multistack/Program.cs
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using Amazon.CDK;

namespace Multistack
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            var app = new App();

            new MultistackStack(app, "MyWestCdkStack", new MultiStackProps 
            { 
                Env = new Environment { Region = "us-west-1" }, 
                EncryptBucket = false 
            }); 

            new MultistackStack(app, "MyEastCdkStack", new MultiStackProps 
            { 
                Env = new Environment { Region = "us-east-1" }, 
                EncryptBucket = true 
            });

            app.Synth(); 
        } 
    }
}

このコードでは、MultistackStackクラスの新しいencryptBucket (Python:encrypt_bucket) プロ
パティを使用して以下をインスタンス化します。

• us-east-1AWSリージョン内の Amazon S3 バケットが暗号化された 1 つのスタック。
• us-west-1AWSリージョン内の暗号化されていない Amazon S3 バケットを含むスタック 1 つ。

スタックの合成とデプロイ
これで、アプリケーションからスタックをデプロイできます。まず、MyEastCdkStack —stack inAWS 
CloudFormationus-east-1 のテンプレートを合成します。これは暗号化された S3 バケットを含むスタッ
クです。

$ cdk synth MyEastCdkStack

AWSこのスタックをアカウントにデプロイするには、次のいずれかのコマンドを実行します。最初のコ
マンドは、AWSデフォルトのプロファイルを使用してスタックをデプロイするための認証情報を取得しま
す。2 つ目は、指定したプロファイルを使用します。PROFILE_NAME は、AWS CLIus-east-1AWSリー
ジョンにデプロイするための適切な認証情報を含むプロファイルの名前に置き換えてください。

cdk deploy MyEastCdkStack

cdk deploy MyEastCdkStack --profile=PROFILE_NAME

クリーンアップ
デプロイしたリソースに課金されないようにするには、次のコマンドを使用してスタックを破棄してくだ
さい。
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cdk destroy MyEastCdkStack

スタックのバケットに何かが保存されている場合、破棄操作は失敗します。このトピックの指示に従った
だけなら、そうすべきではありません。ただし、バケットに何かを入れた場合は、スタックを破棄する前
にバケットの内容を削除する必要があります。バケット自体は削除しないでください。AWS Management 
Consoleまたはを使用してバケットの内容を削除します。AWS CLI

CloudWatch アラームを設定する
aws-cloudwatch パッケージは、 CloudWatch CloudWatch メトリックスに関するアラームの設定をサポー
トしています。そのため、最初に必要なのはメトリックです。定義済みの指標を使用することも、独自の
指標を作成することもできます。

既存の指標の使用
多くのAWS Construct Library モジュールでは、メトリクスを持つオブジェクトのインスタンス上の簡
易メソッドにメトリックの名前を渡すことで、既存のメトリックにアラームを設定できます。たとえ
ば、Amazon SQS キューがあれば、キューの metric () ApproximateNumberOfMessagesVisibleメソッドか
らメトリクスを取得できます。

TypeScript

const metric = queue.metric("ApproximateNumberOfMessagesVisible");

JavaScript

const metric = queue.metric("ApproximateNumberOfMessagesVisible");

Python

metric = queue.metric("ApproximateNumberOfMessagesVisible")

Java

Metric metric = queue.metric("ApproximateNumberOfMessagesVisible");

C#

var metric = queue.Metric("ApproximateNumberOfMessagesVisible");

独自の指標の作成
次のように独自のメトリックスを作成します。名前空間の値は Amazon SQS キューの AWS/SQS のよう
なものでなければなりません。指標の名前とディメンションも指定する必要があります。

TypeScript

const metric = new cloudwatch.Metric({ 
  namespace: 'MyNamespace', 
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  metricName: 'MyMetric', 
  dimensions: { MyDimension: 'MyDimensionValue' }
});

JavaScript

const metric = new cloudwatch.Metric({ 
  namespace: 'MyNamespace', 
  metricName: 'MyMetric', 
  dimensions: { MyDimension: 'MyDimensionValue' }
});

Python

metric = cloudwatch.Metric( 
    namespace="MyNamespace", 
    metric_name="MyMetric", 
    dimensions=dict(MyDimension="MyDimensionValue")
)

Java

Metric metric = Metric.Builder.create() 
        .namespace("MyNamespace") 
        .metricName("MyMetric") 
        .dimensionsMap(java.util.Map.of(    // Java 9 or later 
            "MyDimension", "MyDimensionValue")) 
        .build();

C#

var metric = new Metric(this, "Metric", new MetricProps
{ 
    Namespace = "MyNamespace", 
    MetricName = "MyMetric", 
    Dimensions = new Dictionary<string, object> 
    { 
        { "MyDimension", "MyDimensionValue" } 
    }
});

アラームを作成する
既存のメトリックまたは自分で定義したメトリクスを作成したら、アラームを作成できます。この
例では、過去 3 回の評価期間のうちの 2 回でメトリックスが 100 を超えるとアラームが発生しま
す。comparisonOperatorプロパティを介して、アラームで「より低い」などの比較を使用できま
す。Greater-than-or-equal-toAWS CDK がデフォルトなので、指定する必要はありません。

TypeScript

const alarm = new cloudwatch.Alarm(this, 'Alarm', { 
  metric: metric, 
  threshold: 100, 
  evaluationPeriods: 3, 
  datapointsToAlarm: 2,
});
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JavaScript

const alarm = new cloudwatch.Alarm(this, 'Alarm', { 
  metric: metric, 
  threshold: 100, 
  evaluationPeriods: 3, 
  datapointsToAlarm: 2
});

Python

alarm = cloudwatch.Alarm(self, "Alarm", 
    metric=metric, 
    threshold=100, 
    evaluation_periods=3, 
    datapoints_to_alarm=2
)

Java

import software.amazon.awscdk.services.cloudwatch.Alarm;
import software.amazon.awscdk.services.cloudwatch.Metric;

Alarm alarm = Alarm.Builder.create(this, "Alarm") 
        .metric(metric) 
        .threshold(100) 
        .evaluationPeriods(3) 
        .datapointsToAlarm(2).build();

C#

var alarm = new Alarm(this, "Alarm", new AlarmProps
{ 
    Metric = metric, 
    Threshold = 100, 
    EvaluationPeriods = 3, 
    DatapointsToAlarm = 2
});

アラームを作成する別の方法は、メトリックスの createAlarm () メソッドを使用することです。このメ
ソッドは、Alarm基本的にコンストラクターと同じプロパティを使用します。メトリクスは既知のものな
ので、渡す必要はありません。

TypeScript

metric.createAlarm(this, 'Alarm', { 
  threshold: 100, 
  evaluationPeriods: 3, 
  datapointsToAlarm: 2,
});

JavaScript

metric.createAlarm(this, 'Alarm', { 
  threshold: 100, 
  evaluationPeriods: 3, 
  datapointsToAlarm: 2,
});
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Python

metric.create_alarm(self, "Alarm", 
    threshold=100, 
    evaluation_periods=3, 
    datapoints_to_alarm=2
)

Java

metric.createAlarm(this, "Alarm", new CreateAlarmOptions.Builder() 
        .threshold(100) 
        .evaluationPeriods(3) 
        .datapointsToAlarm(2) 
        .build());

C#

metric.CreateAlarm(this, "Alarm", new CreateAlarmOptions
{ 
    Threshold = 100, 
    EvaluationPeriods = 3, 
    DatapointsToAlarm = 2
});

コンテキスト変数から値を取得
コンテキスト変数は、AWS CDK CLI コマンドの一部として、またはで指定できますcdk.json。

コマンドラインコンテキスト変数を作成するには、次の例に示すように --context (-c) オプションを使用し
ます。

cdk synth -c bucket_name=mygroovybucket

cdk.jsonファイル内で同じコンテキスト変数と値を指定するには、次のコードを使用します。

{ 
  "context": { 
    "bucket_name": "myotherbucket" 
  }
}

アプリ内のコンテキスト変数の値を取得するには、TryGetContextコンストラクトのコンテキストでメ
ソッドを使用します。(つまり、もしくは Pythonself では、thisが何らかの構成のインスタンスである
場合です)。この例では、コンテキスト値 bucket_name を取得しています。要求された値が定義されてい
ない場合は、例外を発生させるのではなくundefined (NonePython、Java、C#、Go)TryGetContext
を返します。nullnil

TypeScript

const bucket_name = this.node.tryGetContext('bucket_name');

JavaScript

const bucket_name = this.node.tryGetContext('bucket_name');
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Python

bucket_name = self.node.try_get_context("bucket_name")

Java

String bucketName = (String)this.getNode().tryGetContext("bucket_name");

C#

var bucketName = this.Node.TryGetContext("bucket_name");

コンストラクトのコンテキスト外では、次のようにアプリオブジェクトからコンテキスト変数にアクセス
できます。

TypeScript

const app = new cdk.App();
const bucket_name = app.node.tryGetContext('bucket_name')

JavaScript

const app = new cdk.App();
const bucket_name = app.node.tryGetContext('bucket_name');

Python

app = cdk.App()
bucket_name = app.node.try_get_context("bucket_name")

Java

App app = App();
String bucketName = (String)app.getNode().tryGetContext("bucket_name");

C#

app = App();
var bucketName = app.Node.TryGetContext("bucket_name");

コンテキスト変数の操作の詳細については、を参照してくださいthe section called “Context” (p. 185)。

CDK Pipelines を使用した継続的な統合とデリバ
リー (CI/CD、Continous Deplotion and Contintion 
and Contintion

CDK Pipelines は、AWS CDKアプリケーションを簡単に継続配信するためのコンストラクトライブラリモ
ジュールです。AWS CDKアプリのソースコードをAWS CodeCommit、、または AWS にチェックインす
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るたびに GitHub CodeStar、CDK Pipelines は新しいバージョンを自動的にビルド、テスト、デプロイでき
ます。

CDK Pipelines は自動更新されます。アプリケーションステージまたはスタックを追加すると、パイプラ
インはそれらの新しいステージまたはスタックをデプロイするように自動的に再構成されます。

Note

CDK Pipelines は 2 つの API をサポートしています。1 つは、CDK Pipelines 開発者プレビューで
公開されたオリジナルの API です。もう1つは、プレビュー段階で受け取ったCDKのお客様から
のフィードバックを組み込んだ最新のAPIです。このトピックの例では、最新の API を使用しま
す。サポートされている 2 つの API の違いについて詳しくは、CDK Pipelines オリジナル API を
参照してください。

AWS環境をブートストラップ
CDK Pipelines を使用する前に、AWSスタックをデプロイする環境をブートストラップする必要がありま
す。環境とは (p. 114)、CDK スタックのデプロイ先となるアカウント/リージョンのペアです。

CDK パイプラインには少なくとも 2 つの環境が含まれます。1 つの環境はパイプラインがプロビジョニ
ングされる場所です。もう 1 つの環境は、アプリケーションのスタック (または関連するスタックのグ
ループであるステージ) をデプロイする場所です。これらの環境は同じでもかまいませんが、ベストプラ
クティスでは、AWS異なるアカウントまたはリージョンでステージを互いに分離することを推奨していま
す。

Note

the section called “ブートストラッピング” (p. 196)ブートストラップによって作成されるリソー
スの種類とブートストラップスタックのカスタマイズ方法の詳細については、を参照してくださ
い。

CDK Pipelines による継続的デプロイには、CDK Toolkit スタックに以下を含める必要があります。

• S3 バケット
• Amazon ECR リポジトリ
• パイプラインのさまざまな部分に必要な権限を付与する IAM ロール

CDK Toolkit は、必要に応じて既存のブートストラップスタックをアップグレードするか、新しいブートス
トラップスタックを作成します。

AWS CDKパイプラインをプロビジョニングできる環境をブートストラップするには、cdk bootstrap次
の例のようにを呼び出します。AWS CDKnpxコマンドを使用してツールキットを呼び出すと、必要に応じ
てツールキットが一時的にインストールされます。また、現在のプロジェクトにインストールされている
ツールキットのバージョン (存在する場合) も使用されます。

--cloudformation-execution-policiesfuture の CDK Pipelines デプロイメントを実行するポリシーの ARN を
指定します。AdministratorAccessデフォルトポリシーでは、AWSパイプラインがあらゆる種類のリ
ソースをデプロイできるようにしています。このポリシーを使用する場合は、AWS CDKアプリを構成す
るすべてのコードと依存関係を信頼するようにしてください。

ほとんどの組織では、自動化によって導入できるリソースの種類をより厳しく管理することが義務付けら
れています。組織内の適切な部門に確認して、パイプラインで使用すべきポリシーを決定してください。

次の状況では、--profileこのオプションを省略できます。

• AWSデフォルトプロファイルに必要な認証情報が含まれている場合
• 環境変数AWS_ACCESS_KEY_ID、AWS_SECRET_ACCESS_KEY、AWS_DEFAULT_REGIONAWSおよびを

使用してアカウント認証情報を指定する場合
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macOS/Linux

npx cdk bootstrap aws://ACCOUNT-NUMBER/REGION --profile ADMIN-PROFILE \ 
    --cloudformation-execution-policies arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess

Windows

npx cdk bootstrap aws://ACCOUNT-NUMBER/REGION --profile ADMIN-PROFILE ^ 
    --cloudformation-execution-policies arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess

AWS CDKパイプラインによってアプリケーションがデプロイされる他の環境をブートストラップするに
は、代わりに次のコマンドを使用してください。--trustこのオプションは、AWS CDKこの環境にアプリ
ケーションをデプロイする権限を他のどのアカウントに付与すべきかを指定します。このオプションで
は、AWSパイプラインのアカウント ID を指定します。

繰り返しますが、次の状況では、--profileこのオプションを省略できます。

• AWSデフォルトプロファイルに必要な認証情報が含まれている場合
• AWS_*AWS環境変数を使用してアカウント認証情報を指定する場合

macOS/Linux

npx cdk bootstrap aws://ACCOUNT-NUMBER/REGION --profile ADMIN-PROFILE \ 
    --cloudformation-execution-policies arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess \ 
    --trust PIPELINE-ACCOUNT-NUMBER

Windows

npx cdk bootstrap aws://ACCOUNT-NUMBER/REGION --profile ADMIN-PROFILE ^ 
    --cloudformation-execution-policies arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess ^ 
    --trust PIPELINE-ACCOUNT-NUMBER

Tip

管理者認証情報は、初期パイプラインのブートストラップとプロビジョニングにのみ使用してく
ださい。その後、ローカルマシンではなくパイプライン自体を使用して変更をデプロイします。

従来のブートストラップ環境をアップグレードする場合、新しいバケットを作成すると、以前の Amazon 
S3 バケットは孤立します。Amazon S3 コンソールを使用して手動で削除します。

プロジェクトを初期化
GitHub 新しい空のプロジェクトを作成し、my-pipelineディレクトリのワークステーションに複製
します。(このトピックのコード例では GitHub. AWS CodeStar またはを使用することもできますAWS 
CodeCommit。)

git clone GITHUB-CLONE-URL my-pipeline
cd my-pipeline

Note

my-pipelineアプリケーションのメインディレクトリ以外の名前を使用できます。ただし、
その場合は、このトピックの後半でファイル名とクラス名を微調整する必要があります。これ
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は、AWS CDKツールキットのファイル名とクラス名の一部がメインディレクトリの名前に基づい
ているためです。

クローンを作成したら、通常どおりプロジェクトを初期化します。

TypeScript

cdk init app --language typescript

JavaScript

cdk init app --language javascript

Python

cdk init app --language python

アプリを作成したら、次の 2 つのコマンドも入力します。これにより、アプリの Python 仮想環境が
アクティブになり、AWS CDKコアとなる依存関係がインストールされます。

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

Java

cdk init app --language java

IDE を使用している場合は、プロジェクトを開いたりインポートしたりできるようになりました。た
とえば、Eclipse では、「ファイル」>「インポート」>「Maven」>「既存の Maven プロジェクト」
を選択します。プロジェクト設定が Java 8 (1.8) を使用するように設定されていることを確認しま
す。

C#

cdk init app --language csharp

Visual Studio を使用している場合は、srcディレクトリにあるソリューションファイルを開きます。
Go

cdk init app --language go

アプリを作成したら、次のコマンドを入力して、アプリに必要なAWS Construct Library モジュールを
インストールします。

go get

Important

cdk.jsoncdk.context.jsonおよびファイルは必ずソースコントロールにコミットしてくだ
さい。コンテキスト情報 (AWSアカウントから取得した機能フラグやキャッシュ値など) はプロ
ジェクトの状態の一部です。値は別の環境では異なる場合があり、結果に予期しない変化が生じ
る可能性があります。詳細については、「the section called “Context” (p. 185)」を参照してくだ
さい。

Version 2
284



AWS Cloud Development Kit (AWS 
CDK) v2 デベロッパーガイド

パイプラインを定義する

パイプラインを定義する
CDK Pipelines アプリケーションには少なくとも 2 つのスタックが含まれます。1 つはパイプライン自体
を表すスタックで、もう 1 つはパイプラインを介してデプロイされるアプリケーションを表すスタックで
す。スタックはステージにグループ化することもでき、それを使用してインフラストラクチャスタックの
コピーをさまざまな環境にデプロイできます。とりあえず、パイプラインについて検討し、デプロイする
アプリケーションについては後で詳しく説明します。

CodePipelineコンストラクトは、AWS CodePipelineデプロイエンジンとして使用する CDK パイプライ
ンを表すコンストラクトです。CodePipelineスタックでインスタンス化する場合、パイプラインのソー
ス場所 ( GitHub リポジトリなど) を定義します。また、アプリケーションをビルドするコマンドも定義し
ます。

たとえば、 GitHub 以下はソースがリポジトリに保存されているパイプラインの定義です。 TypeScript 
CDK アプリケーションのビルドステップも含まれています。指示された場所に、 GitHub リポジトリに関
する情報を入力します。

Note

デフォルトでは、パイプラインは Secrets Manager GitHub github-token にその名前で保存さ
れている個人アクセストークンの使用を認証します。

また、パイプラインスタックのインスタンス化を更新して、AWSアカウントとリージョンを指定する必要
があります。

TypeScript

lib/my-pipeline-stack.tsIn (プロジェクトフォルダに名前がない場合は異なる場合がありま
すmy-pipeline):

import * as cdk from 'aws-cdk-lib';
import { Construct } from 'constructs';
import { CodePipeline, CodePipelineSource, ShellStep } from 'aws-cdk-lib/pipelines';

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

    const pipeline = new CodePipeline(this, 'Pipeline', { 
      pipelineName: 'MyPipeline', 
      synth: new ShellStep('Synth', { 
        input: CodePipelineSource.gitHub('OWNER/REPO', 'main'), 
        commands: ['npm ci', 'npm run build', 'npx cdk synth'] 
      }) 
    }); 
  }
}

bin/my-pipeline.tsIn (プロジェクトフォルダに名前がない場合は異なる場合がありますmy-
pipeline):

#!/usr/bin/env node
import * as cdk from 'aws-cdk-lib';
import { MyPipelineStack } from '../lib/my-pipeline-stack';

const app = new cdk.App();
new MyPipelineStack(app, 'MyPipelineStack', { 
  env: { 
    account: '111111111111', 
    region: 'eu-west-1', 
  }
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});

app.synth();

JavaScript

lib/my-pipeline-stack.jsIn (プロジェクトフォルダに名前がない場合は異なる場合がありま
すmy-pipeline):

const cdk = require('aws-cdk-lib');
const { CodePipeline, CodePipelineSource, ShellStep } = require('aws-cdk-lib/
pipelines'); 

 class MyPipelineStack extends cdk.Stack { 
  constructor(scope, id, props) { 
    super(scope, id, props); 

    const pipeline = new CodePipeline(this, 'Pipeline', { 
      pipelineName: 'MyPipeline', 
      synth: new ShellStep('Synth', { 
        input: CodePipelineSource.gitHub('OWNER/REPO', 'main'), 
        commands: ['npm ci', 'npm run build', 'npx cdk synth'] 
      }) 
    }); 
  }
}

module.exports = { MyPipelineStack }

bin/my-pipeline.jsIn (プロジェクトフォルダに名前がない場合は異なる場合がありますmy-
pipeline):

#!/usr/bin/env node

const cdk = require('aws-cdk-lib');
const { MyPipelineStack } = require('../lib/my-pipeline-stack');

const app = new cdk.App();
new MyPipelineStack(app, 'MyPipelineStack', { 
  env: { 
    account: '111111111111', 
    region: 'eu-west-1', 
  }
});

app.synth();

Python

my-pipeline/my-pipeline-stack.pyIn (プロジェクトフォルダに名前がない場合は異なる場合が
ありますmy-pipeline):

import aws_cdk as cdk
from aws_cdk.pipelines import CodePipeline, CodePipelineSource, ShellStep

class MyPipelineStack(cdk.Stack): 

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

        pipeline =  CodePipeline(self, "Pipeline",  
                        pipeline_name="MyPipeline", 
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                        synth=ShellStep("Synth",  
                            input=CodePipelineSource.git_hub("OWNER/REPO", "main"), 
                            commands=["npm install -g aws-cdk",  
                                "python -m pip install -r requirements.txt",  
                                "cdk synth"] 
                        ) 
                    )

Eclipse app.py:

#!/usr/bin/env python3
import aws_cdk as cdk
from my_pipeline.my_pipeline_stack import MyPipelineStack

app = cdk.App()
MyPipelineStack(app, "MyPipelineStack",  
    env=cdk.Environment(account="111111111111", region="eu-west-1")
)

app.synth()

Java

src/main/java/com/myorg/MyPipelineStack.javaIn (プロジェクトフォルダに名前がない場
合は異なる場合がありますmy-pipeline):

package com.myorg;

import java.util.Arrays;
import software.constructs.Construct;
import software.amazon.awscdk.Stack;
import software.amazon.awscdk.StackProps;
import software.amazon.awscdk.pipelines.CodePipeline;
import software.amazon.awscdk.pipelines.CodePipelineSource;
import software.amazon.awscdk.pipelines.ShellStep;

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

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

        CodePipeline pipeline = CodePipeline.Builder.create(this, "pipeline") 
             .pipelineName("MyPipeline") 
             .synth(ShellStep.Builder.create("Synth") 
                .input(CodePipelineSource.gitHub("OWNER/REPO", "main")) 
                .commands(Arrays.asList("npm install -g aws-cdk", "cdk synth")) 
                .build()) 
             .build(); 
    }
}

src/main/java/com/myorg/MyPipelineApp.javaIn (プロジェクトフォルダに名前がない場合は
異なる場合がありますmy-pipeline):

package com.myorg;

import software.amazon.awscdk.App;
import software.amazon.awscdk.Environment;
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import software.amazon.awscdk.StackProps;

public class MyPipelineApp { 
    public static void main(final String[] args) { 
        App app = new App(); 

        new MyPipelineStack(app, "PipelineStack", StackProps.builder() 
            .env(Environment.builder() 
                .account("111111111111") 
                .region("eu-west-1") 
                .build()) 
            .build()); 

        app.synth(); 
    }
}

C#

src/MyPipeline/MyPipelineStack.csIn (プロジェクトフォルダに名前がない場合は異なる場合
がありますmy-pipeline):

using Amazon.CDK;
using Amazon.CDK.Pipelines;

namespace MyPipeline
{ 
    public class MyPipelineStack : Stack 
    { 
        internal MyPipelineStack(Construct scope, string id, IStackProps props = 
 null) : base(scope, id, props) 
        { 
            var pipeline = new CodePipeline(this, "pipeline", new CodePipelineProps 
            { 
                PipelineName = "MyPipeline", 
                Synth = new ShellStep("Synth", new ShellStepProps 
                { 
                    Input = CodePipelineSource.GitHub("OWNER/REPO", "main"), 
                    Commands = new string[] { "npm install -g aws-cdk", "cdk synth" } 
                }) 
            }); 
        } 
    }
}

src/MyPipeline/Program.csIn (プロジェクトフォルダに名前がない場合は異なる場合がありま
すmy-pipeline):

using Amazon.CDK;

namespace MyPipeline
{ 
    sealed class Program 
    { 
        public static void Main(string[] args) 
        { 
            var app = new App(); 
            new MyPipelineStack(app, "MyPipelineStack", new StackProps 
            { 
                Env = new Amazon.CDK.Environment {  
                    Account = "111111111111", Region = "eu-west-1" } 
            }); 
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            app.Synth(); 
        } 
    }
}

パイプラインは 1 回手動でデプロイする必要があります。その後、パイプラインはソースコードリポジト
リから最新の状態に保たれます。そのため、リポジトリ内のコードがデプロイしたいコードであることを
確認してください。変更を確認して GitHub、次の場所にプッシュしてデプロイします。

git add --all
git commit -m "initial commit"
git push
cdk deploy

Tip

初期デプロイが完了したので、AWSローカルアカウントには管理者アクセス権は不要になりまし
た。これは、アプリへのすべての変更がパイプラインを介してデプロイされるためです。必要な
のは、プッシュすることだけです GitHub。

アプリケーションステージ
AWSパイプラインに一度に追加できるマルチスタックアプリケーションを定義するには、Stageのサブク
ラスを定義します。(これは CDK PipelinesCdkStage モジュールとは異なります。)

ステージには、アプリケーションを構成するスタックが含まれます。スタック間に依存関係が
ある場合、スタックは自動的に正しい順序でパイプラインに追加されます。相互に依存しない
スタックはparallel デプロイされます。を呼び出すことで、スタック間の依存関係を追加できま
すstack1.addDependency(stack2)。

envステージはデフォルトの引数を受け入れ、それがその中のスタックのデフォルト環境になります。(ス
タックには引き続き独自の環境を指定できます。)

アプリケーションは、addStage()Stageのインスタンスを呼び出すことによってパイプラインに追加さ
れます。ステージをインスタンス化してパイプラインに複数回追加することで、DTAPまたはマルチリー
ジョンアプリケーションパイプラインのさまざまなステージを定義できます。

単純な Lambda 関数を含むスタックを作成し、そのスタックをステージに配置します。次に、ステージを
パイプラインに追加してデプロイできるようにします。

TypeScript

Lambdalib/my-pipeline-lambda-stack.ts 関数を含むアプリケーションスタックを格納する新
しいファイルを作成します。

import * as cdk from 'aws-cdk-lib';
import { Construct } from 'constructs';
import { Function, InlineCode, Runtime } from 'aws-cdk-lib/aws-lambda';

export class MyLambdaStack extends cdk.Stack { 
    constructor(scope: Construct, id: string, props?: cdk.StackProps) { 
      super(scope, id, props); 
   
      new Function(this, 'LambdaFunction', { 
        runtime: Runtime.NODEJS_12_X, 
        handler: 'index.handler', 
        code: new InlineCode('exports.handler = _ => "Hello, CDK";') 
      }); 
    }
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}

lib/my-pipeline-app-stage.tsステージを保存する新しいファイルを作成します。

import * as cdk from 'aws-cdk-lib';
import { Construct } from "constructs";
import { MyLambdaStack } from './my-pipeline-lambda-stack';

export class MyPipelineAppStage extends cdk.Stage { 
     
    constructor(scope: Construct, id: string, props?: cdk.StageProps) { 
      super(scope, id, props); 
   
      const lambdaStack = new MyLambdaStack(this, 'LambdaStack');       
    }
}

lib/my-pipeline-stack.ts編集してステージをパイプラインに追加します。

import * as cdk from 'aws-cdk-lib';
import { Construct } from 'constructs';
import { CodePipeline, CodePipelineSource, ShellStep } from 'aws-cdk-lib/pipelines';
import { MyPipelineAppStage } from './my-pipeline-app-stage';

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

    const pipeline = new CodePipeline(this, 'Pipeline', { 
      pipelineName: 'MyPipeline', 
      synth: new ShellStep('Synth', { 
        input: CodePipelineSource.gitHub('OWNER/REPO', 'main'), 
        commands: ['npm ci', 'npm run build', 'npx cdk synth'] 
      }) 
    });

    pipeline.addStage(new MyPipelineAppStage(this, "test", { 
      env: { account: "111111111111", region: "eu-west-1" } 
    }));
  }
}

JavaScript

Lambdalib/my-pipeline-lambda-stack.js 関数を含むアプリケーションスタックを格納する新
しいファイルを作成します。

const cdk = require('aws-cdk-lib');
const { Function, InlineCode, Runtime } = require('aws-cdk-lib/aws-lambda');

class MyLambdaStack extends cdk.Stack { 
    constructor(scope, id, props) { 
      super(scope, id, props); 
   
      new Function(this, 'LambdaFunction', { 
        runtime: Runtime.NODEJS_12_X, 
        handler: 'index.handler', 
        code: new InlineCode('exports.handler = _ => "Hello, CDK";') 
      }); 
    }
}
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module.exports = { MyLambdaStack }

lib/my-pipeline-app-stage.jsステージを保存する新しいファイルを作成します。

const cdk = require('aws-cdk-lib');
const { MyLambdaStack } = require('./my-pipeline-lambda-stack');

class MyPipelineAppStage extends cdk.Stage { 
     
    constructor(scope, id, props) { 
      super(scope, id, props); 
   
      const lambdaStack = new MyLambdaStack(this, 'LambdaStack');       
    }
}

module.exports = { MyPipelineAppStage };

lib/my-pipeline-stack.ts編集してステージをパイプラインに追加します。

const cdk = require('aws-cdk-lib');
const { CodePipeline, CodePipelineSource, ShellStep } = require('aws-cdk-lib/
pipelines');
const { MyPipelineAppStage } = require('./my-pipeline-app-stage');

 class MyPipelineStack extends cdk.Stack { 
  constructor(scope, id, props) { 
    super(scope, id, props); 

    const pipeline = new CodePipeline(this, 'Pipeline', { 
      pipelineName: 'MyPipeline', 
      synth: new ShellStep('Synth', { 
        input: CodePipelineSource.gitHub('OWNER/REPO', 'main'), 
        commands: ['npm ci', 'npm run build', 'npx cdk synth'] 
      }) 
    });

    pipeline.addStage(new MyPipelineAppStage(this, "test", { 
      env: { account: "111111111111", region: "eu-west-1" } 
    }));

  }
}

module.exports = { MyPipelineStack }

Python

Lambdamy_pipeline/my_pipeline_lambda_stack.py 関数を含むアプリケーションスタックを
格納する新しいファイルを作成します。

import aws_cdk as cdk
from constructs import Construct
from aws_cdk.aws_lambda import Function, InlineCode, Runtime

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

        Function(self, "LambdaFunction",  
            runtime=Runtime.NODEJS_12_X, 
            handler="index.handler", 
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            code=InlineCode("exports.handler = _ => 'Hello, CDK';") 
        )

my_pipeline/my_pipeline_app_stage.pyステージを保存する新しいファイルを作成します。

import aws_cdk as cdk
from constructs import Construct
from my_pipeline.my_pipeline_lambda_stack import MyLambdaStack

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

        lambdaStack = MyLambdaStack(self, "LambdaStack")

my_pipeline/my_pipeline_stack.py編集してステージをパイプラインに追加します。

import aws_cdk as cdk
from constructs import Construct
from aws_cdk.pipelines import CodePipeline, CodePipelineSource, ShellStep
from my_pipeline.my_pipeline_app_stage import MyPipelineAppStage

class MyPipelineStack(cdk.Stack): 

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

        pipeline =  CodePipeline(self, "Pipeline",  
                        pipeline_name="MyPipeline", 
                        synth=ShellStep("Synth",  
                            input=CodePipelineSource.git_hub("OWNER/REPO", "main"), 
                            commands=["npm install -g aws-cdk", 
                                "python -m pip install -r requirements.txt", 
                                "cdk synth"]))

        pipeline.add_stage(MyPipelineAppStage(self, "test", 
            env=cdk.Environment(account="111111111111", region="eu-west-1")))

Java

Lambdasrc/main/java/com.myorg/MyPipelineLambdaStack.java 関数を含むアプリケー
ションスタックを格納する新しいファイルを作成します。

package com.myorg;

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

import software.amazon.awscdk.services.lambda.Function;
import software.amazon.awscdk.services.lambda.Runtime;
import software.amazon.awscdk.services.lambda.InlineCode;

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

    public MyPipelineLambdaStack(final Construct scope, final String id, final 
 StackProps props) { 
        super(scope, id, props); 
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        Function.Builder.create(this, "LambdaFunction") 
          .runtime(Runtime.NODEJS_12_X) 
          .handler("index.handler") 
          .code(new InlineCode("exports.handler = _ => 'Hello, CDK';")) 
          .build(); 

    }

}

src/main/java/com.myorg/MyPipelineAppStage.javaステージを保存する新しいファイルを
作成します。

package com.myorg;

import software.constructs.Construct;
import software.amazon.awscdk.Stack;
import software.amazon.awscdk.Stage;
import software.amazon.awscdk.StageProps;

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

    public MyPipelineAppStage(final Construct scope, final String id, final StageProps 
 props) { 
        super(scope, id, props); 
         
        Stack lambdaStack = new MyPipelineLambdaStack(this, "LambdaStack"); 
    }

}

src/main/java/com.myorg/MyPipelineStack.java編集してステージをパイプラインに追加し
ます。

package com.myorg;

import java.util.Arrays;
import software.constructs.Construct;
import software.amazon.awscdk.Environment;
import software.amazon.awscdk.Stack;
import software.amazon.awscdk.StackProps;
import software.amazon.awscdk.StageProps;
import software.amazon.awscdk.pipelines.CodePipeline;
import software.amazon.awscdk.pipelines.CodePipelineSource;
import software.amazon.awscdk.pipelines.ShellStep;

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

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

        final CodePipeline pipeline = CodePipeline.Builder.create(this, "pipeline") 
            .pipelineName("MyPipeline") 
            .synth(ShellStep.Builder.create("Synth") 
                .input(CodePipelineSource.gitHub("OWNER/REPO", "main")) 
                .commands(Arrays.asList("npm install -g aws-cdk", "cdk synth")) 
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                .build()) 
            .build(); 
         
        pipeline.addStage(new MyPipelineAppStage(this, "test", StageProps.builder() 
            .env(Environment.builder() 
                .account("111111111111") 
                .region("eu-west-1") 
                .build()) 
            .build()));
    }
}

C#

Lambdasrc/MyPipeline/MyPipelineLambdaStack.cs 関数を含むアプリケーションスタックを
格納する新しいファイルを作成します。

using Amazon.CDK;
using Constructs;
using Amazon.CDK.AWS.Lambda;

namespace MyPipeline
{ 
    class MyPipelineLambdaStack : Stack 
    { 
        public MyPipelineLambdaStack(Construct scope, string id, StackProps 
 props=null) : base(scope, id, props) 
        { 
            new Function(this, "LambdaFunction", new FunctionProps 
            { 
                Runtime = Runtime.NODEJS_12_X, 
                Handler = "index.handler", 
                Code = new InlineCode("exports.handler = _ => 'Hello, CDK';") 
            }); 
        } 
    }
}

src/MyPipeline/MyPipelineAppStage.csステージを保存する新しいファイルを作成します。

using Amazon.CDK;
using Constructs;

namespace MyPipeline
{ 
    class MyPipelineAppStage : Stage 
    { 
        public MyPipelineAppStage(Construct scope, string id, StageProps props=null) : 
 base(scope, id, props) 
        { 
            Stack lambdaStack = new MyPipelineLambdaStack(this, "LambdaStack"); 
        } 
    }
}

src/MyPipeline/MyPipelineStack.cs編集してステージをパイプラインに追加します。

using Amazon.CDK;
using Constructs;
using Amazon.CDK.Pipelines;

namespace MyPipeline
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{ 
    public class MyPipelineStack : Stack 
    { 
        internal MyPipelineStack(Construct scope, string id, IStackProps props = 
 null) : base(scope, id, props) 
        { 
            var pipeline = new CodePipeline(this, "pipeline", new CodePipelineProps 
            { 
                PipelineName = "MyPipeline", 
                Synth = new ShellStep("Synth", new ShellStepProps 
                { 
                    Input = CodePipelineSource.GitHub("OWNER/REPO", "main"), 
                    Commands = new string[] { "npm install -g aws-cdk", "cdk synth" } 
                }) 
            });

            pipeline.AddStage(new MyPipelineAppStage(this, "test", new StageProps 
            { 
                Env = new Environment 
                { 
                    Account = "111111111111", Region = "eu-west-1" 
                } 
            }));
        } 
    }
}

addStage()によってアプリケーションステージが追加されるたびに、対応するパイプラインステージが
追加されます。パイプラインステージは、StageDeploymentaddStage()呼び出しによって返されるイン
スタンスによって表されます。addPost()またはメソッドを呼び出すことで、デプロイ前またはデプロイ
後のアクションをステージに追加できます。addPre()

TypeScript

// import { ManualApprovalStep } from 'aws-cdk-lib/pipelines';

const testingStage = pipeline.addStage(new MyPipelineAppStage(this, 'testing', { 
  env: { account: '111111111111', region: 'eu-west-1' }
})); 

    testingStage.addPost(new ManualApprovalStep('approval'));

JavaScript

// const { ManualApprovalStep } = require('aws-cdk-lib/pipelines');

const testingStage = pipeline.addStage(new MyPipelineAppStage(this, 'testing', { 
  env: { account: '111111111111', region: 'eu-west-1' }
}));

testingStage.addPost(new ManualApprovalStep('approval'));

Python

# from aws_cdk.pipelines import ManualApprovalStep

testing_stage = pipeline.add_stage(MyPipelineAppStage(self, "testing", 
    env=cdk.Environment(account="111111111111", region="eu-west-1")))

testing_stage.add_post(ManualApprovalStep('approval'))
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Java

// import software.amazon.awscdk.pipelines.StageDeployment;
// import software.amazon.awscdk.pipelines.ManualApprovalStep;

StageDeployment testingStage =  
        pipeline.addStage(new MyPipelineAppStage(this, "test", StageProps.builder() 
                .env(Environment.builder() 
                        .account("111111111111") 
                        .region("eu-west-1") 
                        .build()) 
                .build()));

testingStage.addPost(new ManualApprovalStep("approval"));

C#

var testingStage = pipeline.AddStage(new MyPipelineAppStage(this, "test", new 
 StageProps
{ 
    Env = new Environment 
    { 
        Account = "111111111111", Region = "eu-west-1" 
    }
}));

testingStage.AddPost(new ManualApprovalStep("approval"));

ステージを複数のアカウントまたはリージョンにデプロイする場合など、ステージを Wave に追加parallel 
してデプロイできます。

TypeScript

const wave = pipeline.addWave('wave');
wave.addStage(new MyApplicationStage(this, 'MyAppEU', { 
  env: { account: '111111111111', region: 'eu-west-1' }
}));
wave.addStage(new MyApplicationStage(this, 'MyAppUS', { 
  env: { account: '111111111111', region: 'us-west-1' }
}));

JavaScript

const wave = pipeline.addWave('wave');
wave.addStage(new MyApplicationStage(this, 'MyAppEU', { 
  env: { account: '111111111111', region: 'eu-west-1' }
}));
wave.addStage(new MyApplicationStage(this, 'MyAppUS', { 
  env: { account: '111111111111', region: 'us-west-1' }
}));

Python

wave = pipeline.add_wave("wave")
wave.add_stage(MyApplicationStage(self, "MyAppEU",  
    env=cdk.Environment(account="111111111111", region="eu-west-1")))
wave.add_stage(MyApplicationStage(self, "MyAppUS",  
    env=cdk.Environment(account="111111111111", region="us-west-1")))

Version 2
296

https://docs.aws.amazon.com/cdk/api/v2/docs/aws-cdk-lib.pipelines.Wave.html


AWS Cloud Development Kit (AWS 
CDK) v2 デベロッパーガイド

デプロイメントのテスト

Java

// import software.amazon.awscdk.pipelines.Wave;
final Wave wave = pipeline.addWave("wave");
wave.addStage(new MyPipelineAppStage(this, "MyAppEU", StageProps.builder() 
        .env(Environment.builder() 
                .account("111111111111") 
                .region("eu-west-1") 
                .build()) 
        .build()));
wave.addStage(new MyPipelineAppStage(this, "MyAppUS", StageProps.builder() 
        .env(Environment.builder() 
                .account("111111111111") 
                .region("us-west-1") 
                .build()) 
        .build()));

C#

var wave = pipeline.AddWave("wave");
wave.AddStage(new MyPipelineAppStage(this, "MyAppEU", new StageProps
{ 
    Env = new Environment 
    { 
        Account = "111111111111", Region = "eu-west-1" 
    }
}));
wave.AddStage(new MyPipelineAppStage(this, "MyAppUS", new StageProps
{ 
    Env = new Environment 
    { 
        Account = "111111111111", Region = "us-west-1" 
    }
}));

デプロイメントのテスト
CDK パイプラインにステップを追加して、実行中のデプロイを検証できます。例えば、CDK Peploine ラ
イブラリを使用して、次のようなタスクを実行できます。ShellStep

• Lambda 関数を使用して新しくデプロイされた Amazon API Gateway にアクセスしようとしています
• AWS CLIコマンドの発行によるデプロイ済みリソースの設定の確認

最も単純な形式では、検証アクションを追加すると次のようになります。

TypeScript

// stage was returned by pipeline.addStage

stage.addPost(new ShellStep("validate", { 
  commands: ['curl -Ssf https://my.webservice.com/'],
}));

JavaScript

// stage was returned by pipeline.addStage
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stage.addPost(new ShellStep("validate", { 
  commands: ['curl -Ssf https://my.webservice.com/'],
}));

Python

# stage was returned by pipeline.add_stage

stage.add_post(ShellStep("validate", 
  commands=['curl -Ssf https://my.webservice.com/']
))

Java

// stage was returned by pipeline.addStage

stage.addPost(ShellStep.Builder.create("validate") 
        .commands(Arrays.asList("curl -Ssf https://my.webservice.com/")) 
        .build());

C#

// stage was returned by pipeline.addStage

stage.AddPost(new ShellStep("validate", new ShellStepProps
{ 
    Commands = new string[] { "curl -Ssf https://my.webservice.com/" }
}));

AWS CloudFormation多くのデプロイでは、予測できない名前のリソースが生成されます。このた
め、CDK PipelinesAWS CloudFormation はデプロイ後に出力を読み取る方法を提供します。これにより、
（たとえば）ロードバランサーの生成された URL をテストアクションに渡すことができます。

出力を使用するには、CfnOutput関心があるオブジェクトを公開します。次に、envFromCfnOutputsそ
れをステップのプロパティに渡して、そのステップ内の環境変数として使用できるようにします。

TypeScript

// given a stack lbStack that exposes a load balancer construct as loadBalancer
this.loadBalancerAddress = new cdk.CfnOutput(lbStack, 'LbAddress', { 
  value: `https://${lbStack.loadBalancer.loadBalancerDnsName}/`
});

// pass the load balancer address to a shell step
stage.addPost(new ShellStep("lbaddr", { 
  envFromCfnOutputs: {lb_addr: lbStack.loadBalancerAddress}, 
  commands: ['echo $lb_addr']
}));

JavaScript

// given a stack lbStack that exposes a load balancer construct as loadBalancer
this.loadBalancerAddress = new cdk.CfnOutput(lbStack, 'LbAddress', { 
  value: `https://${lbStack.loadBalancer.loadBalancerDnsName}/`
});

// pass the load balancer address to a shell step
stage.addPost(new ShellStep("lbaddr", { 
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  envFromCfnOutputs: {lb_addr: lbStack.loadBalancerAddress}, 
  commands: ['echo $lb_addr']
}));

Python

# given a stack lb_stack that exposes a load balancer construct as load_balancer
self.load_balancer_address = cdk.CfnOutput(lb_stack, "LbAddress",  
    value=f"https://{lb_stack.load_balancer.load_balancer_dns_name}/")

# pass the load balancer address to a shell step
stage.add_post(ShellStep("lbaddr",  
    env_from_cfn_outputs={"lb_addr": lb_stack.load_balancer_address} 
    commands=["echo $lb_addr"]))

Java

// given a stack lbStack that exposes a load balancer construct as loadBalancer
loadBalancerAddress = CfnOutput.Builder.create(lbStack, "LbAddress") 
                            .value(String.format("https://%s/",  
                                    lbStack.loadBalancer.loadBalancerDnsName)) 
                            .build();

stage.addPost(ShellStep.Builder.create("lbaddr") 
    .envFromCfnOutputs(     // Map.of requires Java 9 or later 
        java.util.Map.of("lbAddr", loadBalancerAddress)) 
    .commands(Arrays.asList("echo $lbAddr")) 
    .build());

C#

// given a stack lbStack that exposes a load balancer construct as loadBalancer
loadBalancerAddress = new CfnOutput(lbStack, "LbAddress", new CfnOutputProps
{ 
    Value = string.Format("https://{0}/", lbStack.loadBalancer.LoadBalancerDnsName)
});

stage.AddPost(new ShellStep("lbaddr", new ShellStepProps
{ 
    EnvFromCfnOutputs = new Dictionary<string, CfnOutput> 
    { 
        {  "lbAddr", loadBalancerAddress } 
    }, 
    Commands = new string[] { "echo $lbAddr" }
}));

に簡単な検証テストを記述することもできますがShellStep、テストが数行を超えると、この方法は扱
いにくくなります。より複雑なテストの場合は、ShellStepinputsプロパティを使用して追加のファイ
ル (完全なシェルスクリプトや他の言語のプログラムなど) をに取り込むことができます。入力は、ソース 
( GitHub リポジトリなど) など、出力のあるステップであればどれでもかまいませんShellStep。

ファイルがテストで直接使用できる場合 (たとえば、ファイル自体が実行可能である場合)、ソースリポジ
トリからファイルを取り込むのが適切です。この例では、 GitHub リポジトリをsource (の一部としてイ
ンラインでインスタンス化するのではなくCodePipeline) として宣言しています。次に、このファイル
セットをパイプラインと検証テストの両方に渡します。

TypeScript

const source = CodePipelineSource.gitHub('OWNER/REPO', 'main');

Version 2
299



AWS Cloud Development Kit (AWS 
CDK) v2 デベロッパーガイド

デプロイメントのテスト

const pipeline = new CodePipeline(this, 'Pipeline', { 
  pipelineName: 'MyPipeline', 
  synth: new ShellStep('Synth', { 
    input: source, 
    commands: ['npm ci', 'npm run build', 'npx cdk synth'] 
  })
});

const stage = pipeline.addStage(new MyPipelineAppStage(this, 'test', { 
  env: { account: '111111111111', region: 'eu-west-1' }
}));

stage.addPost(new ShellStep('validate', { 
  input: source, 
  commands: ['sh ./tests/validate.sh']
}));

JavaScript

const source = CodePipelineSource.gitHub('OWNER/REPO', 'main');

const pipeline = new CodePipeline(this, 'Pipeline', { 
  pipelineName: 'MyPipeline', 
  synth: new ShellStep('Synth', { 
    input: source, 
    commands: ['npm ci', 'npm run build', 'npx cdk synth'] 
  })
});

const stage = pipeline.addStage(new MyPipelineAppStage(this, 'test', { 
  env: { account: '111111111111', region: 'eu-west-1' }
}));

stage.addPost(new ShellStep('validate', { 
  input: source, 
  commands: ['sh ./tests/validate.sh']
}));

Python

source   = CodePipelineSource.git_hub("OWNER/REPO", "main")

pipeline =  CodePipeline(self, "Pipeline",  
                pipeline_name="MyPipeline", 
                synth=ShellStep("Synth",  
                    input=source, 
                    commands=["npm install -g aws-cdk", 
                        "python -m pip install -r requirements.txt", 
                        "cdk synth"]))

stage = pipeline.add_stage(MyApplicationStage(self, "test", 
            env=cdk.Environment(account="111111111111", region="eu-west-1")))

stage.add_post(ShellStep("validate", input=source, 
    commands=["curl -Ssf https://my.webservice.com/"],
))

Java

final CodePipelineSource source = CodePipelineSource.gitHub("OWNER/REPO", "main");

Version 2
300



AWS Cloud Development Kit (AWS 
CDK) v2 デベロッパーガイド

デプロイメントのテスト

final CodePipeline pipeline = CodePipeline.Builder.create(this, "pipeline") 
        .pipelineName("MyPipeline") 
        .synth(ShellStep.Builder.create("Synth") 
                .input(source) 
                .commands(Arrays.asList("npm install -g aws-cdk", "cdk synth")) 
                .build()) 
        .build();

final StageDeployment stage =  
        pipeline.addStage(new MyPipelineAppStage(this, "test", StageProps.builder() 
                .env(Environment.builder() 
                        .account("111111111111") 
                        .region("eu-west-1") 
                        .build()) 
                .build()));

stage.addPost(ShellStep.Builder.create("validate") 
        .input(source) 
        .commands(Arrays.asList("sh ./tests/validate.sh")) 
        .build());

C#

var source = CodePipelineSource.GitHub("OWNER/REPO", "main");

var pipeline = new CodePipeline(this, "pipeline", new CodePipelineProps
{ 
    PipelineName = "MyPipeline", 
    Synth = new ShellStep("Synth", new ShellStepProps 
    { 
        Input = source, 
        Commands = new string[] { "npm install -g aws-cdk", "cdk synth" } 
    })
});

var stage = pipeline.AddStage(new MyPipelineAppStage(this, "test", new StageProps
{ 
    Env = new Environment 
    { 
        Account = "111111111111", Region = "eu-west-1" 
    }
}));

stage.AddPost(new ShellStep("validate", new ShellStepProps
{ 
    Input = source, 
    Commands = new string[] { "sh ./tests/validate.sh" }
}));

テストをコンパイルする必要がある場合は、シンセのステップから追加のファイルを取得するのが適切で
す。コンパイルは合成の一部として行われます。

TypeScript

const synthStep = new ShellStep('Synth', { 
  input: CodePipelineSource.gitHub('OWNER/REPO', 'main'), 
  commands: ['npm ci', 'npm run build', 'npx cdk synth'],
});

const pipeline = new CodePipeline(this, 'Pipeline', { 
  pipelineName: 'MyPipeline', 
  synth: synthStep
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});

const stage = pipeline.addStage(new MyPipelineAppStage(this, 'test', { 
  env: { account: '111111111111', region: 'eu-west-1' }
}));

// run a script that was transpiled from TypeScript during synthesis
stage.addPost(new ShellStep('validate', { 
  input: synthStep, 
  commands: ['node tests/validate.js']
}));

JavaScript

const synthStep = new ShellStep('Synth', { 
  input: CodePipelineSource.gitHub('OWNER/REPO', 'main'), 
  commands: ['npm ci', 'npm run build', 'npx cdk synth'],
});

const pipeline = new CodePipeline(this, 'Pipeline', { 
  pipelineName: 'MyPipeline', 
  synth: synthStep
});

const stage = pipeline.addStage(new MyPipelineAppStage(this, "test", { 
  env: { account: "111111111111", region: "eu-west-1" }
}));

// run a script that was transpiled from TypeScript during synthesis
stage.addPost(new ShellStep('validate', { 
  input: synthStep, 
  commands: ['node tests/validate.js']
}));

Python

synth_step = ShellStep("Synth",  
                input=CodePipelineSource.git_hub("OWNER/REPO", "main"), 
                commands=["npm install -g aws-cdk", 
                  "python -m pip install -r requirements.txt", 
                  "cdk synth"])

pipeline   = CodePipeline(self, "Pipeline",  
                pipeline_name="MyPipeline", 
                synth=synth_step)

stage = pipeline.add_stage(MyApplicationStage(self, "test", 
            env=cdk.Environment(account="111111111111", region="eu-west-1")))

# run a script that was compiled during synthesis
stage.add_post(ShellStep("validate", 
    input=synth_step, 
    commands=["node test/validate.js"],
))

Java

final ShellStep synth = ShellStep.Builder.create("Synth") 
                            .input(CodePipelineSource.gitHub("OWNER/REPO", "main")) 
                            .commands(Arrays.asList("npm install -g aws-cdk", "cdk 
 synth")) 
                            .build();    
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final CodePipeline pipeline = CodePipeline.Builder.create(this, "pipeline") 
        .pipelineName("MyPipeline") 
        .synth(synth) 
        .build();

final StageDeployment stage =  
        pipeline.addStage(new MyPipelineAppStage(this, "test", StageProps.builder() 
                .env(Environment.builder() 
                        .account("111111111111") 
                        .region("eu-west-1") 
                        .build()) 
                .build()));

stage.addPost(ShellStep.Builder.create("validate") 
        .input(synth) 
        .commands(Arrays.asList("node ./tests/validate.js")) 
        .build());

C#

var synth = new ShellStep("Synth", new ShellStepProps
{ 
    Input = CodePipelineSource.GitHub("OWNER/REPO", "main"), 
    Commands = new string[] { "npm install -g aws-cdk", "cdk synth" }
});

var pipeline = new CodePipeline(this, "pipeline", new CodePipelineProps
{ 
    PipelineName = "MyPipeline", 
    Synth = synth
});

var stage = pipeline.AddStage(new MyPipelineAppStage(this, "test", new StageProps
{ 
    Env = new Environment 
    { 
        Account = "111111111111", Region = "eu-west-1" 
    }
}));

stage.AddPost(new ShellStep("validate", new ShellStepProps
{ 
    Input = synth, 
    Commands = new string[] { "node ./tests/validate.js" }
}));

セキュリティ上の考慮事項
どのような形態の継続的配信にも、固有のセキュリティリスクがあります。AWS責任分担モデルで
は、AWSクラウド内の情報のセキュリティはお客様の責任となります。CDK Pipelines ライブラリは、安
全なデフォルト設定とモデリングのベストプラクティスを組み込むことで、有利なスタートを切ることが
できます。

しかし、その性質上、本来の目的を果たすために高レベルのアクセスを必要とするライブラリは、完全な
セキュリティを保証することはできません。AWS組織外には多くの攻撃ベクトルがあります。

特に、次の点に注意してください。

• 使用するソフトウェアに注意してください。デプロイするインフラストラクチャが変わる可能性がある
ため、パイプライン内で実行するサードパーティ製ソフトウェアはすべて精査してください。
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• 偶発的なアップグレードを防ぐため、依存関係ロックを使用してください。CDK Pipelines 
は、package-lock.jsonお客様の依存関係が期待どおりのものであることを尊重しyarn.lock、確認
します。

• 実稼働環境の認証情報は有効期間が短い必要があります。ブートストラップと初期プロビジョニング後
は、開発者がアカウント認証情報を取得する必要はまったくありません。変更はパイプラインを通じて
デプロイできます。そもそも認証情報が必要ないことで、認証情報が漏洩する可能性を減らすことがで
きます。

トラブルシューティング
CDK Pipelines の使用を開始するときによく発生する問題は次のとおりです。

パイプラインです。内部エラー

CREATE_FAILED  | AWS::CodePipeline::Pipeline | Pipeline/Pipeline
Internal Failure

GitHub アクセストークンを確認してください。見つからないか、リポジトリにアクセスするためのア
クセス権限がない可能性があります。

キー: ポリシーに 1 つ以上の無効なプリンシパルを含むステートメントが含まれています

CREATE_FAILED | AWS::KMS::Key | Pipeline/Pipeline/ArtifactsBucketEncryptionKey
Policy contains a statement with one or more invalid principals.

ターゲット環境の 1 つが、新しいブートストラップスタックでブートストラップされていません。す
べてのターゲット環境がブートストラップされていることを確認してください。

スタックは ROLLBACK_COMPLETE 状態であり、更新できません。

Stack STACK_NAME is in ROLLBACK_COMPLETE state and can not be updated. (Service:
AmazonCloudFormation; Status Code: 400; Error Code: ValidationError; Request
ID: ...)

スタックは以前のデプロイに失敗し、再試行できない状態になっています。AWS CloudFormationコ
ンソールからスタックを削除して、デプロイを再試行してください。
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AWS CDKツール
このセクションでは、AWS CDK以下のツールについて説明します。

トピック
• AWS CDKツールキット (cdkコマンド) (p. 305)
• AWSToolkit for Visual Studio Code (p. 326)
• AWS SAM の統合 (p. 326)

AWS CDKツールキット (cdkコマンド)
AWS CDKツールキット（CLI コマンド）はcdk、AWS CDKアプリを操作するための主要なツールです。
アプリを実行し、定義したアプリケーションモデルを調べて、AWS CloudFormationによって生成された
テンプレートを生成してデプロイしますAWS CDK。また、AWS CDKプロジェクトの作成や操作に役立つ
その他の機能も用意されています。このトピックには、CDK Toolkit の一般的な使用例に関する情報が含ま
れています。

AWS CDKツールキットはノードPackage マネージャーとともにインストールされます。通常、グローバ
ルにインストールすることをお勧めします。

npm install -g aws-cdk             # install latest version
npm install -g aws-cdk@X.YY.Z      # install specific version

Tip

の複数のバージョンを定期的に使用する場合はAWS CDK、対応するバージョンのAWS CDK 
Toolkit を個々の CDK プロジェクトにインストールすることを検討してください。そのために
は、-gnpm installコマンドを省略してください。次にnpx aws-cdk、を使用して呼び出し
ます。これはローカルバージョンが存在する場合はそれを実行し、存在しない場合はグローバル
バージョンにフォールバックします。

ツールキットコマンド
CDK Toolkit のすべてのコマンドはで始まりcdk、その後にサブコマンド (list、synthesizedeploy、
など) が続きます。一部のサブコマンドにはls、同等の短いバージョン (synth、など) があります。オプ
ションと引数は、任意の順序でサブコマンドに続きます。使用可能なコマンドは、ここにまとめられてい
ます。

コマンド 関数

cdk list (ls) アプリ内のスタックを一覧表示します

cdk synthesize (synth) 1 CloudFormation つまたは複数の指定されたス
タックのテンプレートを合成して印刷します

cdk bootstrap CDK Toolkit ステージングスタックをデプロイしま
す。を参照してくださいthe section called “ブート
ストラッピング” (p. 196)
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コマンド 関数

cdk deploy 1 つ以上の Desired Stack をデプロイします

cdk destroy 1 つ以上の Desired Stack を破棄します

cdk diff 指定されたスタックとその依存関係を、 
CloudFormation デプロイされたスタックまたは
ローカルテンプレートと比較します

cdk metadata 指定されたスタックに関するメタデータを表示し
ます

cdk init 指定されたテンプレートから現在のディレクトリ
に新しい CDK プロジェクトを作成します。

cdk context キャッシュされたコンテキスト値を管理します

cdk docs (doc) ブラウザで CDK API リファレンスを開きます

cdk doctor CDK プロジェクトに潜在的な問題がないかチェッ
クします

各コマンドで使用できるオプションについては、the section called “ツールキットリファレン
ス” (p. 320)またはを参照してくださいthe section called “組み込みヘルプ” (p. 307)。

オプションとその値の指定
コマンドラインオプションは 2 つのハイフン (--) で始まります。よく使用されるオプションには、1 つの
ハイフンで始まる単一文字の同義語 (たとえば、に同義語がある-a)--app があります。AWS CDKToolkit 
コマンドのオプションの順序は重要ではありません。

すべてのオプションには値を指定できますが、その値はオプション名の後に付ける必要があります。=値は
名前と空白または等号で区切ることができます。次の 2 つのオプションは同等です。

--toolkit-stack-name MyBootstrapStack
--toolkit-stack-name=MyBootstrapStack

一部のオプションはフラグ (ブーリアン) です。truefalse値としてまたはを指定できます。値を指定
しない場合、値は次のようになりますtrue。オプション名の先頭に、no-暗示的に付けることもできま
すfalse。

# sets staging flag to true
--staging
--staging=true
--staging true

# sets staging flag to false
--no-staging
--staging=false
--staging false

複数の値を指定するには--context--parameters、--plugin、--tags、--trust、などのオプショ
ンを複数回指定できます。これらは CDK Toolkit[array] のヘルプにタイプがあると記載されています。
例:

cdk bootstrap --tags costCenter=0123 --tags responsibleParty=jdoe
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組み込みヘルプ

組み込みヘルプ
AWS CDKツールキットにはヘルプが統合されています。次のコマンドを実行すると、ユーティリティに
関する一般的なヘルプと提供されるサブコマンドのリストが表示されます。

cdk --help

たとえばdeploy、特定のサブコマンドのヘルプを表示するには、--helpフラグの前にそのサブコマンド
を指定します。

cdk deploy --help

cdk versionAWS CDKツールキットのバージョンを表示する際に問題が発生しました。サポートをリク
エストする際は、この情報を提供してください。

バージョンレポート
がどのように使用されているかを把握するために、AWS CDKアプリケーションが使用する構成要素
は、AWS::CDK::Metadataとして識別されるリソースを使用して収集および報告されます。AWS 
CDKAWS CloudFormationこのリソースはテンプレートに追加され、簡単に確認できます。この情報
は、AWSセキュリティや信頼性の問題が既知の構成を使用しているスタックを識別するためにも使用でき
ます。また、重要な情報をユーザーに伝えるためにも使用できます。

Note

バージョン 1.93.0 より前のバージョンでは、はスタックで使用されるコンストラクトではな
く、AWS CDK合成中にロードされたモジュールの名前とバージョンを報告していました。

デフォルトでは、はスタックで使用される次の NPMAWS CDK モジュール内のコンストラクトの使用を報
告します。

• AWS CDKコアモジュール
• AWSライブラリモジュールの構築
• AWSソリューション構成モジュール
• AWSレンダーファーム導入キットモジュール

AWS::CDK::Metadataリソースは次のようになります。

CDKMetadata: 
  Type: "AWS::CDK::Metadata" 
  Properties: 
    Analytics: "v2:deflate64:H4sIAND9SGAAAzXKSw5AMBAA0L1b2PdzBYnEAdio3RglglY60zQi7u6TWL/
XKmNUlxeQSOKwaPTBqrNhwEWU3hGHiCzK0dWWfAxoL/Fd8mvk+QkS/0X6BdjnCdgmOOQKWz
+AqqLDt2Y3YMnLYWwAAAA="

Analyticsこのプロパティは、gzip 形式で Base64 でエンコードされ、プレフィックスでエンコードされ
たスタック内の構成のリストです。

バージョンレポートをオプトアウトするには、次のいずれかの方法を使用します。

• cdk--no-version-reporting引数を指定したコマンドを使用して、1 つのコマンドをオプトアウトします。

cdk --no-version-reporting synth

Version 2
307



AWS Cloud Development Kit (AWS 
CDK) v2 デベロッパーガイド

認証情報とリージョンを指定する

AWS CDKツールキットはデプロイ前に新しいテンプレートを合成するので、--no-version-
reportingcdk deployコマンドも追加する必要があることを覚えておいてください。

• ./cdk.jsonまたはで falseversionReporting に設定します~/.cdk.json。これは、--version-
reporting個々のコマンドで指定してオプトインしない限りオプトアウトされます。

{ 
  "app": "...", 
  "versionReporting": false
}

認証情報とリージョンを指定する
CDK Toolkit は、AWSAWSアカウント認証情報とデプロイ先のリージョンを知っている必要があります。
これは、デプロイ操作や合成中のコンテキスト値の取得に必要です。アカウントと地域が一緒になって環
境を構成します。

Important

AWS day-to-day メインアカウントをタスクに使用しないことを強くお勧めします。代わり
に、IAM でユーザーを作成し、その認証情報を CDK で使用してください。

認証情報と地域は、環境変数または構成ファイルを使用して指定できます。これらは、やさまざまなAWS 
SDKAWSAWS CLI などの他のツールで使用されているものと同じ変数とファイルです。CDK Toolkit は、
次の順序で情報を検索します。

• 、AWS_ACCESS_KEY_IDAWS_SECRET_ACCESS_KEY、AWS_DEFAULT_REGIONおよび環境変数。1 つま
たは 2 つだけでなく、常に 3 つの変数すべてを指定してください。

• AWSconfigcredentials標準とファイルで定義され、--profilecdkコマンドのオプションを使用
して指定された特定のプロファイル。

• [default]AWSconfigcredentials標準とファイルのセクション。

Note

AWSconfigcredentials標準とファイルは、と~/.aws/credentials (macOS/
Linux)%USERPROFILE%\.aws\config またはと%USERPROFILE%\.aws\credentials
(Windows) にあります。~/.aws/config

AWS CDKenvスタックのプロパティを使用してアプリで指定した環境は、合成時に使用されます。AWS 
CloudFormationこれは環境固有のテンプレートを生成するために使用され、デプロイ時には、前述の方
法のいずれかで指定されたアカウントまたはリージョンを上書きします。詳細については、「the section 
called “環境” (p. 114)」を参照してください。

AWS CLIがインストールされている場合、アカウント認証情報とデフォルトリージョンを設定する最も簡
単な方法は、次のコマンドを実行することです。

aws configure

プロンプトが表示されたら、AWSアクセスキー ID、シークレットアクセスキー、デフォルトのリージョン
を入力します。これらの値は、[default]configcredentialsおよびファイルのセクションに書き込ま
れます。

AWS CLIがインストールされていない場合は、configcredentialsおよびファイルを手動で作成または
編集して、デフォルトの認証情報とデフォルトのリージョンを含めることができます。次の形式を使用し
ます。
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app コマンドの指定

• で、~/.aws/configまたは%USERPROFILE%\.aws\config

[default]
region=us-west-2

• で、~/.aws/credentialsまたは%USERPROFILE%\.aws\credentials

[default]
aws_access_key_id=AKIAI44QH8DHBEXAMPLE
aws_secret_access_key=je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY

AWSセクションで認証情報とリージョンを指定するほかに、[default][profile NAME]セクションを 
1 つ以上追加することもできます。ここで、NAME はプロファイルの名前です。

• で、~/.aws/configまたは%USERPROFILE%\.aws\config

[profile test]
region=us-east-1

[profile prod]
region=us-west-1

• で、~/.aws/credentialsまたは%USERPROFILE%\.aws\credentials

[profile test]
aws_access_key_id=AKIAI44QH8DHBEXAMPLE
aws_secret_access_key=je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY

[profile test]
aws_access_key_id=AKIAI44QH8DHBEXAMPLE
aws_secret_access_key=je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY

名前付きプロファイルは、configcredentials必ずとファイルの両方に追加してください。config指
定された名前のプロファイルがファイルに見つからない場合、AWS CDK[default]ツールキットはセク
ション内のリージョンの使用にフォールバックしません。ただし、AWS他のツールでも可能です。

Important

プロファイルには名前を付けないでくださいdefault。つまり、[profile 
default]configまたはのいずれにもセクションを使用しないでくださいcredentials。

Note

は、AWSを含む他のツールや SDKAWS CDK と同じソースファイルの認証情報を使用しま
すAWS Command Line Interface。ただし、AWS CDKはこれらのツールとは動作が多少異なる場
合があります。ボンネットを使用しています。AWS SDK for JavaScriptの認証情報の設定の詳細
についてはAWS SDK for JavaScript、「認証情報の設定」を参照してください。

オプションで--role-arn (または-r) オプションを使用して、デプロイに使用する IAM ロールの ARN を
指定できます。この役割は、AWS使用するアカウントが引き受ける必要があります。

app コマンドの指定
CDK Toolkit の多くの機能では、1AWS CloudFormation つ以上のテンプレートを合成する必要があり、そ
のためにはアプリケーションの実行が必要になります。は、AWS CDKさまざまな言語で書かれたプログ
ラムをサポートします。そのため、設定オプションを使用して、アプリの実行に必要な正確なコマンドを
指定します。このオプションは、2 つの方法で指定できます。
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スタックを指定する

まず、最も一般的には、appファイル内のキーを使用して指定できますcdk.json。AWS CDKこれはプロ
ジェクトのメインディレクトリにあります。CDK Toolkit は、を使用して新しいプロジェクトを作成すると
きに適切なコマンドを提供しますcdk init。たとえばcdk.json、 TypeScript これは新しいプロジェク
トのものです。

{ 
  "app": "npx ts-node bin/hello-cdk.ts"
}

CDK Toolkit は、アプリを実行しようとしたときに、cdk.json現在の作業ディレクトリを検索します。そ
のため、CDK Toolkit コマンドを発行するために、プロジェクトのメインディレクトリでシェルを開いたま
まにしておくとよいでしょう。

CDK Toolkit は、アプリキーが見つからない場合は~/.cdk.json (ホームディレクトリ内の) アプリキーも
検索します./cdk.json。ここでappコマンドを追加すると、通常同じ言語の CDK コードを使用する場合
に便利です。

他のディレクトリにいる場合、またはにあるコマンド以外のコマンドを使用してアプリを実行する場合
はcdk.json、--app (または-a) オプションを使用して指定してください。

cdk --app "npx ts-node bin/hello-cdk.ts" ls

デプロイ時には、などの合成クラウドアセンブリを含むディレクトリをの値として指定することもできま
す--app。cdk.out指定されたスタックはこのディレクトリからデプロイされ、アプリケーションは合成さ
れません。

スタックを指定する
多くの CDK Toolkit コマンド（たとえば、cdk deploy）は、アプリで定義されたスタックで動作しま
す。アプリにスタックが 1 つしか含まれていない場合、CDK Toolkit はスタックを明示的に指定しなけれ
ば、ユーザーがスタックを 1 つしか含まないと見なします。

それ以外の場合は、処理する 1 つまたは複数のスタックを指定する必要があります。これを行うには、コ
マンドラインで目的のスタックを ID で個別に指定します。ID は、スタックをインスタンス化するときに 
2 番目の引数で指定された値であることを思い出してください。

cdk synth PipelineStack LambdaStack

ワイルドカードを使用して、パターンに一致する ID を指定することもできます。

• ?任意の 1 文字をマッチングします
• *任意の数の文字に一致します (*単独ですべてのスタックに一致します)
• **階層内のすべてにマッチする

--allオプションを使用してすべてのスタックを指定することもできます。

アプリが CDK Pipelines (p. 281) を使用している場合、CDK Toolkit はスタックとステージを階層として
認識します。また、--all*オプションとワイルドカードは最上位のスタックにのみ一致します。すべてのス
タックを一致させるには、を使用してください**。**特定の階層の下にあるすべてのスタックを示すのに
も使えます。

ワイルドカードを使用する場合は、パターンを引用符で囲むか、\ワイルドカードをでエスケープしてくだ
さい。そうしないと、シェルはパターンを現在のディレクトリにあるファイルの名前に展開しようとする
可能性があります。せいぜい、これでは期待どおりに動作しません。最悪の場合、意図しないスタックを
デプロイできる可能性があります。cmd.exeこれはワイルドカードを展開しないため、Windows では厳密
には必要ありませんが、それでも良い習慣です。
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cdk synth "*Stack"    # PipelineStack, LambdaStack, etc.
cdk synth 'Stack?'    # StackA, StackB, Stack1, etc.
cdk synth \*          # All stacks in the app, or all top-level stacks in a CDK Pipelines 
 app
cdk synth '**'        # All stacks in a CDK Pipelines app
cdk synth 'PipelineStack/Prod/**'   # All stacks in Prod stage in a CDK Pipelines app

Note

スタックを指定する順序は、スタックが処理される順序と異なる場合があります。AWS CDKツー
ルキットは、スタック間の依存関係を考慮して、スタックを処理する順序を決定します。たとえ
ば、あるスタックが別のスタックによって生成された値 (2 番目のスタックで定義されたリソース
の ARN など) を使用するとします。この場合、この依存関係により、2 番目のスタックが最初の
スタックより先に合成されます。addDependency()スタックのメソッドを使用して、スタック
間の依存関係を手動で追加できます。

AWS環境のブートストラップ
CDK を使用してスタックをデプロイするには、AWS CDK特別な専用リソースをプロビジョニングする
必要があります。cdk bootstrapこのコマンドにより、必要なリソースが自動的に作成されます。ブー
トストラップが必要なのは、これらの専用リソースを必要とするスタックをデプロイする場合に限られま
す。詳細については、「the section called “ブートストラッピング” (p. 196)」を参照してください。

cdk bootstrap

次に示すように、引数なしでコマンドを実行すると、cdk bootstrapコマンドは現在のアプリケーショ
ンを合成し、そのスタックがデプロイされる環境をブートストラップします。環境を明示的に指定してい
ない環境に依存しないスタックがアプリに含まれている場合は、デフォルトのアカウントとリージョン、
またはを使用して指定された環境がブートストラップされます--profile。

アプリの外部では、ブートストラップする環境を明示的に指定する必要があります。また、AWSアプ
リやローカルプロファイルで指定されていない環境をブートストラップする場合もあります。認証情報
は、~/.aws/credentials指定されたアカウントとリージョンの設定などを行う必要があります。必要
な認証情報を含むプロファイルを指定できます。

cdk bootstrap ACCOUNT-NUMBER/REGION # e.g.
cdk bootstrap 1111111111/us-east-1
cdk bootstrap --profile test 1111111111/us-east-1

Important

このようなスタックをデプロイする各環境 (アカウントとリージョンの組み合わせ) は、個別に
ブートストラップする必要があります。

AWSAWS CDKブートストラップされたリソースに格納されている内容に対して料金が発生する場合があ
ります。さらに-bootstrap-customer-key、を使用する場合は AWS KMS キーが作成されますが、こ
れにも環境ごとの料金が発生します。

Note

以前のバージョンのブートストラップテンプレートでは、デフォルトで KMS キーが作成されて
いました。課金を避けるには、--no-bootstrap-customer-keyを使用して再起動してくださ
い。
Note

CDK Toolkit v2 は、CDK v1 でデフォルトで使用されていたレガシーテンプレートと呼ばれるオリ
ジナルのブートストラップテンプレートをサポートしていません。
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新しいアプリの作成

Important

最新のブートストラップテンプレートでは、AWS--trustによって暗示される権限がリスト内
のどのアカウントにも効果的に付与されます。--cloudformation-execution-policiesデ
フォルトでは、これにより、ブートストラップアカウント内の任意のリソースに対する読み取り
と書き込みの権限が拡張されます。ブートストラップスタックには、使い慣れたポリシーと信頼
できるアカウントを設定してください (p. 200)。

新しいアプリの作成
新しいアプリを作成するには、そのアプリ用のディレクトリを作成し、cdk initそのディレクトリ内で
発行します。

mkdir my-cdk-app
cd my-cdk-app
cdk init TEMPLATE --language LANGUAGE

サポートされている言語 (##) は以下のとおりです。

コード 言語

typescript TypeScript

javascript JavaScript

python Python

java Java

csharp C#

#####################。目的のテンプレートがデフォルトの app の場合は、省略できます。使用可
能なテンプレートは以下のとおりです。

テンプレート 説明

app(デフォルト) AWS CDK空のアプリを作成します。

sample-app Amazon SQS キューと Amazon SNSAWS CDK ト
ピックを含むスタックを使用してアプリケーショ
ンを作成します。

テンプレートは、プロジェクトフォルダの名前を使用して、新しいアプリケーションに含まれるファイル
とクラスの名前を生成します。

リストスタック
AWS CDKアプリケーション内のスタックの ID のリストを表示するには、以下の対応するコマンドのいず
れかを入力します。

cdk list
cdk ls
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スタックの合成

アプリケーションに CDK Pipelines (p. 281) スタックが含まれている場合、CDK Toolkit 
はスタック名をパイプライン階層内の位置に応じたパスとして表示します。(たとえ
ば、PipelineStack、PipelineStack/Prod、PipelineStack/Prod/MyServiceなど)

アプリに多数のスタックが含まれている場合は、一覧表示するスタックのスタック ID の全部または一部を
指定できます。詳細については、「the section called “スタックを指定する” (p. 310)」を参照してくださ
い。

--longフラグを追加すると、スタック名や環境 (AWSアカウントとリージョン) など、スタックに関する
詳細情報が表示されます。

スタックの合成
cdk synthesizeコマンド（ほとんどの場合は省略されますsynth）は、 CloudFormation アプリで定義
されたスタックをテンプレートに統合します。

cdk synth         # if app contains only one stack
cdk synth MyStack
cdk synth Stack1 Stack2
cdk synth "*"     # all stacks in app

Note

CDK Toolkitは、ほとんどの操作（スタックのデプロイや比較など）の前に、実際にアプリを実行
し、新しいテンプレートを合成します。これらのテンプレートは、cdk.outデフォルトでディレ
クトリに保存されます。cdk synthこのコマンドは、指定した 1 つ以上のスタックの生成された
テンプレートを出力するだけです。

cdk synth --help使用可能なすべてのオプションについては、を参照してください。次のセクションで
は、最も頻繁に使用されるオプションをいくつか説明します。

コンテキスト値の指定
--contextor-c オプションを使用して、ランタイムコンテキスト値を (p. 185) CDK アプリに渡します。

# specify a single context value
cdk synth --context key=value MyStack

# specify multiple context values (any number)
cdk synth --context key1=value1 --context key2=value2 MyStack

複数のスタックをデプロイする場合、指定されたコンテキスト値は通常、すべてのスタックに渡されま
す。必要に応じて、コンテキスト値の前にスタック名を付けることで、スタックごとに異なる値を指定で
きます。

# different context values for each stack
cdk synth --context Stack1:key=value Stack2:key=value Stack1 Stack2

表示形式の指定
デフォルトでは、合成されたテンプレートは YAML 形式で表示されます。代わりに JSON--json 形式で
表示するフラグを追加してください。

cdk synth --json MyStack
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スタックのデプロイ

出力ディレクトリの指定
合成テンプレートを以外のディレクトリに書き込むには--output (-o) オプションを追加しま
すcdk.out。

cdk synth --output=~/templates

スタックのデプロイ
cdk deployサブコマンドは、1AWS つ以上の指定されたスタックをアカウントにデプロイします。

cdk deploy        # if app contains only one stack
cdk deploy MyStack
cdk deploy Stack1 Stack2
cdk deploy "*"    # all stacks in app

Note

CDK Toolkit は何かをデプロイする前にアプリを実行し、AWS CloudFormation新しいテンプレー
トを合成します。そのため、使用できるほとんどのコマンドラインオプションcdk synth (たと
えば、--context) も使用できますcdk deploy。

cdk deploy --help使用可能なすべてのオプションについては、を参照してください。次のセクション
では、最も便利なオプションをいくつか説明します。

合成のスキップ
cdk deployこのコマンドは通常、デプロイ前にアプリのスタックを合成して、デプロイにアプリの最新
バージョンが反映されていることを確認します。前回からコードを変更していないことがわかっている場
合はcdk synth、デプロイ時に重複する合成ステップを抑制できます。そのためには、cdk.out--appオプ
ションでプロジェクトのディレクトリを指定します。

cdk deploy --app cdk.out StackOne StackTwo

ロールバックの無効化
AWS CloudFormationには、デプロイをアトミックに行えるように変更をロールバックする機能がありま
す。つまり、全体として成功するか失敗するかのどちらかです。AWS CDKAWS CloudFormationはテンプ
レートを合成してデプロイするため、この機能が継承されます。

ロールバックにより、リソースは常に一貫した状態に保たれます。これは本番環境スタックにとって不可
欠です。ただし、インフラストラクチャの開発中には避けられない障害もあり、失敗したデプロイをロー
ルバックすると処理が遅くなる可能性があります。

このため、CDK Toolkit--no-rollbackcdk deploy ではコマンドに追加することでロールバックを無効
にできます。このフラグを使用すると、失敗したデプロイはロールバックされません。代わりに、障害が
発生したリソースの前にデプロイされたリソースはそのまま残り、次のデプロイは障害が発生したリソー
スから始まります。デプロイを待つ時間が大幅に短縮され、インフラストラクチャの開発により多くの時
間を費やすことができます。

ホットスワップ
--hotswapフラグを使用して、AWS CloudFormationチェンジセットを生成してデプロイする代わり
に、AWSリソースを直接更新してみてください。cdk deployホットスワップが不可能な場合、AWS 
CloudFormation展開は展開にフォールバックします。
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現在、ホットスワップは Lambda 関数、Step Functions ステートマシン、および Amazon ECS コンテナ
イメージをサポートしています。--hotswapこのフラグはロールバックを無効にする (つまり、暗示す
る--no-rollback) こともできる。

Important

ホットスワップは本番環境への導入にはお勧めしません。

ウォッチモード
CDK Toolkit の監視モード (cdk watchまたは略して) はcdk deploy --watch、CDK アプリのソースファイル
とアセットの変更を継続的に監視します。変更が検出されると、指定されたスタックのデプロイを直ちに
実行します。

デフォルトでは、--hotswapこれらのデプロイではフラグが使用され、Lambda 関数への変更のデプロ
イが迅速に行われます。また、AWS CloudFormationインフラストラクチャ構成を変更した場合はデプロ
イにフォールバックします。cdk watchAWS CloudFormation常にフルデプロイを実行するようにするに
は、--no-hotswapにフラグを追加しますcdk watch。

cdk watchすでにデプロイを実行している間に加えられた変更は 1 つのデプロイにまとめられ、進行中の
デプロイが完了するとすぐに開始されます。

監視モードでは、"watch"プロジェクトのキーを使用して監視するファイルを決定しま
す。cdk.jsonデフォルトでは、これらのファイルはアプリケーションファイルおよびアセット
ですが、"include""exclude""watch"キーのおよびエントリを変更することで変更できま
す。cdk.json次のファイルに、これらのエントリの例を示します。

{ 
  "app": "mvn -e -q compile exec:java", 
  "watch": { 
    "include": "src/main/**", 
    "exclude": "target/*" 
  }
}

cdk watch"build"cdk.json合成前にからのコマンドを実行してアプリをビルドします。デプロイで 
Lambda コード (または CDK アプリに含まれないもの) をビルドまたはパッケージ化するためのコマンド
が必要な場合は、ここに追加してください。

Git スタイルのワイルドカード (との両方) は**、*"watch""build"とキーで使用できます。各パス
は、cdk.jsonの親ディレクトリを基準にして解釈されます。includeのデフォルト値は**/*、プロジェ
クトのルートディレクトリにあるすべてのファイルとディレクトリを意味します。 excludeはオプション
です。

Important

監視モードは、本稼働環境では推奨されていません。

AWS CloudFormationパラメーターの指定
AWS CDKツールキットは、AWS CloudFormationデプロイ時のパラメーターの指定をサポートしま
す (p. 151)。--parametersこれらはコマンドラインでフラグの後に指定できます。

cdk deploy MyStack --parameters uploadBucketName=UploadBucket

複数のパラメータを定義するには、--parameters複数のフラグを使用します。

cdk deploy MyStack --parameters uploadBucketName=UpBucket --parameters 
 downloadBucketName=DownBucket
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複数のスタックをデプロイする場合、スタックごとにパラメータに異なる値を指定できます。そのために
は、パラメーターの名前の前にスタック名とコロンを付けます。それ以外の場合は、同じ値がすべてのス
タックに渡されます。

cdk deploy MyStack YourStack --parameters MyStack:uploadBucketName=UploadBucket --
parameters YourStack:uploadBucketName=UpBucket

デフォルトでは、AWS CDKは以前のデプロイのパラメータ値を保持し、明示的に指定されていない場合
は後のデプロイで使用します。--no-previous-parametersフラグを使用すると、すべてのパラメータ
を指定する必要があります。

出力ファイルの指定
AWS CloudFormationスタックで出力が宣言されている場合、これらは通常、デプロイの終了時に画面に
表示されます。JSON 形式のファイルに書き込むには、--outputs-fileフラグを使用します。

cdk deploy --outputs-file outputs.json MyStack

セキュリティ関連の変更
セキュリティ体制に影響を及ぼす意図しない変更からユーザーを保護するために、AWS CDKツールキッ
トはセキュリティ関連の変更を展開する前に承認するよう求めます。承認が必要な変更レベルを指定でき
ます。

cdk deploy --require-approval LEVEL

LEVEL には次のいずれかを使用できます。

期間 意味

never 承認は不要です

any-change IAM security-group-related または変更には承認が
必要

broadening(デフォルト) IAM ステートメントまたはトラフィックルールが
追加される場合は承認が必要ですが、削除には承
認は必要ありません

cdk.jsonこの設定はファイルでも構成できます。

{ 
  "app": "...", 
  "requireApproval": "never"
}

スタックを比較します
cdk diffこのコマンドは、アプリに定義されているスタック (およびその依存関係) の現在のバージョン
を、AWS CloudFormationデプロイ済みのバージョンまたは保存されたテンプレートと比較し、変更のリ
ストを表示します。

Stack HelloCdkStack
IAM Statement Changes
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#######################################################################################################################
#   # Resource                     # Effect # Action                       # Principal      
               # Condition #
#######################################################################################################################
# + # ${Custom::S3AutoDeleteObject # Allow  # sts:AssumeRole               # 
 Service:lambda.amazonaws.com #           #
#   # sCustomResourceProvider/Role #        #                              #                
               #           #
#   # .Arn}                        #        #                              #                
               #           #
#######################################################################################################################
# + # ${MyFirstBucket.Arn}         # Allow  # s3:DeleteObject*             # AWS:
${Custom::S3AutoDeleteOb #           #
#   # ${MyFirstBucket.Arn}/*       #        # s3:GetBucket*                # 
 jectsCustomResourceProvider/ #           #
#   #                              #        # s3:GetObject*                # Role.Arn}      
               #           #
#   #                              #        # s3:List*                     #                
               #           #
#######################################################################################################################
IAM Policy Changes
#######################################################################################################################
#   # Resource                                               # Managed Policy ARN           
                           #
#######################################################################################################################
# + # ${Custom::S3AutoDeleteObjectsCustomResourceProvider/Ro # {"Fn::Sub":"arn:
${AWS::Partition}:iam::aws:policy/serv #
#   # le}                                                    # ice-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole"}                 #
#######################################################################################################################
(NOTE: There may be security-related changes not in this list. See https://github.com/aws/
aws-cdk/issues/1299)

Parameters
[+] Parameter 
 AssetParameters/4cd61014b71160e8c66fe167e43710d5ba068b80b134e9bd84508cf9238b2392/S3Bucket 
 AssetParameters4cd61014b71160e8c66fe167e43710d5ba068b80b134e9bd84508cf9238b2392S3BucketBF7A7F3F: 
 {"Type":"String","Description":"S3 bucket for asset 
 \"4cd61014b71160e8c66fe167e43710d5ba068b80b134e9bd84508cf9238b2392\""}
[+] Parameter 
 AssetParameters/4cd61014b71160e8c66fe167e43710d5ba068b80b134e9bd84508cf9238b2392/
S3VersionKey 
 AssetParameters4cd61014b71160e8c66fe167e43710d5ba068b80b134e9bd84508cf9238b2392S3VersionKeyFAF93626: 
 {"Type":"String","Description":"S3 key for asset version 
 \"4cd61014b71160e8c66fe167e43710d5ba068b80b134e9bd84508cf9238b2392\""}
[+] Parameter 
 AssetParameters/4cd61014b71160e8c66fe167e43710d5ba068b80b134e9bd84508cf9238b2392/
ArtifactHash 
 AssetParameters4cd61014b71160e8c66fe167e43710d5ba068b80b134e9bd84508cf9238b2392ArtifactHashE56CD69A: 
 {"Type":"String","Description":"Artifact hash for asset 
 \"4cd61014b71160e8c66fe167e43710d5ba068b80b134e9bd84508cf9238b2392\""}

Resources
[+] AWS::S3::BucketPolicy MyFirstBucket/Policy MyFirstBucketPolicy3243DEFD
[+] Custom::S3AutoDeleteObjects MyFirstBucket/AutoDeleteObjectsCustomResource 
 MyFirstBucketAutoDeleteObjectsCustomResourceC52FCF6E
[+] AWS::IAM::Role Custom::S3AutoDeleteObjectsCustomResourceProvider/Role 
 CustomS3AutoDeleteObjectsCustomResourceProviderRole3B1BD092
[+] AWS::Lambda::Function Custom::S3AutoDeleteObjectsCustomResourceProvider/Handler 
 CustomS3AutoDeleteObjectsCustomResourceProviderHandler9D90184F
[~] AWS::S3::Bucket MyFirstBucket MyFirstBucketB8884501 
 ## [~] DeletionPolicy 
 #   ## [-] Retain 
 #   ## [+] Delete 
 ## [~] UpdateReplacePolicy 
     ## [-] Retain 
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     ## [+] Delete

アプリのスタックを既存のデプロイと比較するには:

cdk diff MyStack

CloudFormation アプリのスタックを保存済みのテンプレートと比較するには:

cdk diff --template ~/stacks/MyStack.old MyStack

構成 (cdk.json)
多くの CDK Toolkit コマンドラインフラグのデフォルト値は、cdk.json.cdk.jsonプロジェクトのファ
イルまたはユーザーディレクトリのファイルに保存できます。以下は、サポートされている構成設定のア
ルファベット順のリファレンスです。

キー メモ CDK Toolkit オプション

app CDK アプリケーションを実行す
るコマンド。

--app

assetMetadata その場合false、CDK はアセッ
トを使用するリソースにメタ
データを追加しません。

--no-asset-metadata

bootstrapKmsKeyId Amazon S3AWS KMS デプロイ
バケットの暗号化に使用される
キーの ID を上書きします。

--bootstrap-kms-key-id

build 合成前に CDK アプリケーション
をコンパイルまたはビルドする
コマンド。入室は許可されてい
ません~/.cdk.json。

--build

browser cdk docsサブコマンドの Web 
ブラウザを起動するためのコマ
ンド。

--browser

context the section called 
“Context” (p. 185) を参照してく
ださい。設定ファイル内のコン
テキスト値はによって消去され
ませんcdk context --clear。(CDK 
Toolkitcdk.context.json は
キャッシュされたコンテキスト
値をに格納します)。

--context

debug その場合true、CDK Toolkit は
デバッグに役立つより詳細な情
報を出力します。

--debug

language 新しいプロジェクトの初期化に
使用される言語。

--language

lookups その場合false、コンテキスト
検索は許可されません。コンテ

--no-lookups
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キー メモ CDK Toolkit オプション
キスト検索を実行する必要があ
る場合、合成は失敗します。

notices If はfalse、セキュリティの脆弱
性、リグレッション、およびサ
ポートされていないバージョン
に関するメッセージの表示を抑
制します。

--no-notices

output 合成クラウドアセンブリが出力
されるディレクトリの名前 (デ
フォルト"cdk.out")。

--outputs-file

outputsFile AWS CloudFormationデプロイさ
れたスタックからの出力が書き
込まれるファイル (JSON 形式)。

--outputs-file

pathMetadata その場合false、CDK パスメタ
データは合成テンプレートに追
加されません。

--no-path-metadata

plugin CDK を拡張するパッケージの
パッケージ名またはローカルパ
スを指定する JSON 配列

--plugin

profile AWS地域とアカウントの認証
情報を指定するために使用され
るデフォルトプロファイルの名
前。

--profile

progress に設定すると"events"、CDK 
ToolkitAWS CloudFormation は
デプロイ中のすべてのイベント
を、進行状況バーではなく表示
します。

--progress

requireApproval セキュリティ変更のデフォル
ト承認レベル。「the section 
called “セキュリティ関連の変
更” (p. 316)」を参照してくださ
い。

--require-approval

rollback その場合false、失敗したデプ
ロイはロールバックされませ
ん。

--no-rollback

staging その場合false、アセットは出
力ディレクトリにコピーされま
せん (ソースファイルのローカル
デバッグに使用AWS SAM)。

--no-staging

tags スタックのタグ (キーと値のペア) 
を含む JSON オブジェクト。

--tags
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キー メモ CDK Toolkit オプション

toolkitBucketName Lambda 関数やコンテナイメー
ジなどのアセットのデプロイに
使用される Amazon S3 バケッ
トの名前 (を参照)the section 
called “AWS環境のブートスト
ラップ” (p. 311)。

--toolkit-bucket-name

toolkitStackName ブートストラップスタックの
名前 (を参照)the section called 
“AWS環境のブートストラッ
プ” (p. 311)。

--toolkit-stack-name

versionReporting の場合false、バージョンレ
ポートをオプトアウトします。

--no-version-reporting

watch 変更時にどのファイルがプロ
ジェクトの再構築をトリガーす
べきか、"exclude"トリガー
すべきでないかを示すキーを含
む"include" JSON オブジェク
ト。the section called “ウォッチ
モード” (p. 315) を参照してく
ださい。

--watch

ツールキットリファレンス
このセクションでは、AWS CDKヘルプから派生したツールキットのリファレンスを提供します。まず、
すべてのコマンドで使用できるオプションに関する一般的なリファレンスがあります。次に (折りたたみ
可能なセクションで)、特定のサブコマンドでのみ使用できるオプションを使用して、特定のリファレンス
を見つけることができます。

Usage: cdk -a <cdk-app> COMMAND  
  
Commands:  
  
  cdk list [STACKS..]             Lists all stacks in the app      [aliases: ls]  
  
  cdk synthesize [STACKS..]       Synthesizes and prints the CloudFormation  
                                  template for this stack       [aliases: synth]  
  
  cdk bootstrap [ENVIRONMENTS..]  Deploys the CDK toolkit stack into an AWS  
                                  environment  
  
  cdk deploy [STACKS..]           Deploys the stack(s) named STACKS into your  
                                  AWS account  
  
  cdk import [STACK]              Import existing resource(s) into the given  
                                  STACK  
  
  cdk watch [STACKS..]            Shortcut for 'deploy --watch'  
  
  cdk destroy [STACKS..]          Destroy the stack(s) named STACKS  
  
  cdk diff [STACKS..]             Compares the specified stack with the deployed  
                                  stack or a local template file, and returns  
                                  with status 1 if any difference is found  
  

Version 2
320



AWS Cloud Development Kit (AWS 
CDK) v2 デベロッパーガイド
ツールキットリファレンス

  cdk metadata [STACK]            Returns all metadata associated with this  
                                  stack  
  
  cdk acknowledge [ID]            Acknowledge a notice so that it does not show  
                                  up anymore                      [aliases: ack]  
  
  cdk notices                     Returns a list of relevant notices  
  
  cdk init [TEMPLATE]             Create a new, empty CDK project from a  
                                  template.  
  
  cdk context                     Manage cached context values  
  
  cdk docs                        Opens the reference documentation in a browser  
                                                                  [aliases: doc]  
  
  cdk doctor                      Check your set-up for potential problems  
  
Options:  
  
  -a, --app                REQUIRED: command-line for executing your app or a  
                           cloud assembly directory (e.g. "node bin/my-app.js")  
                                                                        [string]  
  
      --build              Command-line for a pre-synth build           [string]  
  
  -c, --context            Add contextual string parameter (KEY=VALUE)   [array]  
  
  -p, --plugin             Name or path of a node package that extend the CDK  
                           features. Can be specified multiple times     [array]  
  
      --trace              Print trace for stack warnings              [boolean]  
  
      --strict             Do not construct stacks with warnings       [boolean]  
  
      --lookups            Perform context lookups (synthesis fails if this is  
                           disabled and context lookups need to be performed)  
                                                       [boolean] [default: true]  
  
      --ignore-errors      Ignores synthesis errors, which will likely produce  
                           an invalid output          [boolean] [default: false]  
  
  -j, --json               Use JSON output instead of YAML when templates are  
                           printed to STDOUT          [boolean] [default: false]  
  
  -v, --verbose            Show debug logs (specify multiple times to increase  
                           verbosity)                   [count] [default: false]  
  
      --debug              Enable emission of additional debugging information,  
                           such as creation stack traces of tokens  
                                                      [boolean] [default: false]  
  
      --profile            Use the indicated AWS profile as the default  
                           environment                                  [string]  
  
      --proxy              Use the indicated proxy. Will read from HTTPS_PROXY  
                           environment variable if not specified        [string]  
  
      --ca-bundle-path     Path to CA certificate to use when validating HTTPS  
                           requests. Will read from AWS_CA_BUNDLE environment  
                           variable if not specified                    [string]  
  
  -i, --ec2creds           Force trying to fetch EC2 instance credentials.  
                           Default: guess EC2 instance status          [boolean]  
  
      --version-reporting  Include the "AWS::CDK::Metadata" resource in  
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                           synthesized templates (enabled by default)  [boolean]  
  
      --path-metadata      Include "aws:cdk:path" CloudFormation metadata for  
                           each resource (enabled by default)  
                                                       [boolean] [default: true]  
  
      --asset-metadata     Include "aws:asset:*" CloudFormation metadata for  
                           resources that uses assets (enabled by default)  
                                                       [boolean] [default: true]  
  
  -r, --role-arn           ARN of Role to use when invoking CloudFormation  
                                                                        [string]  
  
      --staging            Copy assets to the output directory (use --no-staging  
                           to disable, needed for local debugging the source  
                           files with SAM CLI)         [boolean] [default: true]  
  
  -o, --output             Emits the synthesized cloud assembly into a directory  
                           (default: cdk.out)                           [string]  
  
      --notices            Show relevant notices                       [boolean]  
  
      --no-color           Removes colors and other style from console output  
                                                      [boolean] [default: false]  
  
      --version            Show version number                         [boolean]  
  
  -h, --help               Show help                                   [boolean]  
  
If your app has a single stack, there is no need to specify the stack name  
  
If one of cdk.json or ~/.cdk.json exists, options specified there will be used  
as defaults. Settings in cdk.json take precedence.

cdk list (ls)

cdk list [STACKS..]  
  
Lists all stacks in the app  
  
Options:  
  
  -l, --long               Display environment information for each stack  
                                                      [boolean] [default: false]

cdk synthesize (synth)

cdk synthesize [STACKS..]  
  
Synthesizes and prints the CloudFormation template for this stack  
  
Options:  
  
  -e, --exclusively        Only synthesize requested stacks, don't include  
                           dependencies                                [boolean]  
  
      --validation         After synthesis, validate stacks with the  
                           "validateOnSynth" attribute set (can also be  
                           controlled with CDK_VALIDATION)  
                                                       [boolean] [default: true]  
  
  -q, --quiet              Do not output CloudFormation Template to stdout  
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                                                      [boolean] [default: false]

cdk bootstrap

cdk bootstrap [ENVIRONMENTS..]  
  
Deploys the CDK toolkit stack into an AWS environment  
  
Options:  
  
  -b, --bootstrap-bucket-name,              The name of the CDK toolkit bucket;  
  --toolkit-bucket-name                     bucket will be created and must not  
                                            exist                       [string]  
  
      --bootstrap-kms-key-id                AWS KMS master key ID used for the  
                                            SSE-KMS encryption          [string]  
  
      --bootstrap-customer-key              Create a Customer Master Key (CMK)  
                                            for the bootstrap bucket (you will  
                                            be charged but can customize  
                                            permissions, modern bootstrapping  
                                            only)                      [boolean]  
  
      --qualifier                           String which must be unique for each  
                                            bootstrap stack. You must configure  
                                            it on your CDK app if you change  
                                            this from the default.      [string]  
  
      --public-access-block-configuration   Block public access configuration  
                                            on CDK toolkit bucket (enabled by  
                                            default)                   [boolean]  
  
  -t, --tags                                Tags to add for the stack  
                                            (KEY=VALUE)    [array] [default: []]  
  
      --execute                             Whether to execute ChangeSet  
                                            (--no-execute will NOT execute the  
                                            ChangeSet) [boolean] [default: true]  
  
      --trust                               The AWS account IDs that should be  
                                            trusted to perform deployments into  
                                            this environment (may be repeated,  
                                            modern bootstrapping only)  
                                                           [array] [default: []]  
  
      --trust-for-lookup                    The AWS account IDs that should be  
                                            trusted to look up values in this  
                                            environment (may be repeated, modern  
                                            bootstrapping only)  
                                                           [array] [default: []]  
  
      --cloudformation-execution-policies   The Managed Policy ARNs that should  
                                            be attached to the role performing  
                                            deployments into this environment  
                                            (may be repeated, modern  
                                            bootstrapping only)  
                                                           [array] [default: []]  
  
  -f, --force                               Always bootstrap even if it would  
                                            downgrade template version  
                                                      [boolean] [default: false]  
  
      --termination-protection              Toggle CloudFormation termination  
                                            protection on the bootstrap stacks  
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                                                                       [boolean]  
  
      --show-template                       Instead of actual bootstrapping,  
                                            print the current CLI's  
                                            bootstrapping template to stdout for  
                                            customization  
                                                      [boolean] [default: false]  
  
      --toolkit-stack-name                  The name of the CDK toolkit stack to  
                                            create                      [string]  
  
      --template                            Use the template from the given file  
                                            instead of the built-in one (use  
                                            --show-template to obtain an  
                                            example)                    [string]

cdk deploy

cdk deploy [STACKS..]  
  
Deploys the stack(s) named STACKS into your AWS account  
  
Options:  
  
      --all                  Deploy all available stacks  
                                                      [boolean] [default: false]  
  
  -E, --build-exclude        Do not rebuild asset with the given ID. Can be  
                             specified multiple times      [array] [default: []]  
  
  -e, --exclusively          Only deploy requested stacks, don't include  
                             dependencies                              [boolean]  
  
      --require-approval     What security-sensitive changes need manual  
                             approval  
                         [string] [choices: "never", "any-change", "broadening"]  
  
      --ci                   Force CI detection       [boolean] [default: false]  
  
      --notification-arns    ARNs of SNS topics that CloudFormation will notify  
                             with stack related events                   [array]  
  
  -t, --tags                 Tags to add to the stack (KEY=VALUE), overrides  
                             tags from Cloud Assembly (deprecated)       [array]  
  
      --execute              Whether to execute ChangeSet (--no-execute will NOT  
                             execute the ChangeSet)    [boolean] [default: true]  
  
      --change-set-name      Name of the CloudFormation change set to create  
                                                                        [string]  
  
  -f, --force                Always deploy stack even if templates are identical  
                                                      [boolean] [default: false]  
  
      --parameters           Additional parameters passed to CloudFormation at  
                             deploy time (STACK:KEY=VALUE) [array] [default: {}]  
  
  -O, --outputs-file         Path to file where stack outputs will be written as  
                             JSON                                       [string]  
  
      --previous-parameters  Use previous values for existing parameters (you  
                             must specify all parameters on every deployment if  
                             this is disabled)         [boolean] [default: true]  
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      --toolkit-stack-name   The name of the existing CDK toolkit stack (only  
                             used for app using legacy synthesis)       [string]  
  
      --progress             Display mode for stack activity events  
                                             [string] [choices: "bar", "events"]  
  
      --rollback             Rollback stack to stable state on failure. Defaults  
                             to 'true', iterate more rapidly with --no-rollback  
                             or -R. Note: do **not** disable this flag for  
                             deployments with resource replacements, as that  
                             will always fail                          [boolean]  
  
      --hotswap              Attempts to perform a 'hotswap' deployment, which  
                             skips CloudFormation and updates the resources  
                             directly, and falls back to a full deployment if  
                             that is not possible. Do not use this in production  
                             environments                              [boolean]  
  
      --watch                Continuously observe the project files, and deploy  
                             the given stack(s) automatically when changes are  
                             detected. Implies --hotswap by default    [boolean]  
  
      --logs                 Show CloudWatch log events from all resources in  
                             the selected Stacks in the terminal. 'true' by  
                             default, use --no-logs to turn off. Only in effect  
                             if specified alongside the '--watch' option  
                                                       [boolean] [default: true]

cdk destroy

cdk destroy [STACKS..]  
  
Destroy the stack(s) named STACKS  
  
Options:  
  
      --all                Destroy all available stacks  
                                                      [boolean] [default: false]  
  
  -e, --exclusively        Only destroy requested stacks, don't include  
                           dependees                                   [boolean]  
  
  -f, --force              Do not ask for confirmation before destroying the  
                           stacks                                      [boolean]

cdk diff

cdk diff [STACKS..]  
  
Compares the specified stack with the deployed stack or a local template file,  
and returns with status 1 if any difference is found  
  
Options:  
  
  -e, --exclusively        Only diff requested stacks, don't include  
                           dependencies                                [boolean]  
  
      --context-lines      Number of context lines to include in arbitrary JSON  
                           diff rendering                  [number] [default: 3]  
  
      --template           The path to the CloudFormation template to compare  
                           with                                         [string]  
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      --security-only      Only diff for broadened security changes  
                                                      [boolean] [default: false]  
  
      --fail               Fail with exit code 1 in case of diff  
                                                      [boolean] [default: false]

cdk init

cdk init [TEMPLATE]  
  
Create a new, empty CDK project from a template.  
  
Options:  
  
  -l, --language           The language to be used for the new project (default  
                           can be configured in ~/.cdk.json)  
    [string] [choices: "csharp", "fsharp", "go", "java", "javascript", "python",  
                                                                   "typescript"]  
  
      --list               List the available templates                [boolean]  
  
      --generate-only      If true, only generates project files, without  
                           executing additional operations such as setting up a  
                           git repo, installing dependencies or compiling the  
                           project                    [boolean] [default: false]

cdk context

cdk context  
  
Manage cached context values  
  
Options:  
  
  -e, --reset              The context key (or its index) to reset      [string]  
  
      --clear              Clear all context                           [boolean]

AWSToolkit for Visual Studio Code
AWSToolkit for Visual Studio Code は、アプリケーションの作成、デバッグ、およびデプロイを容易にす
る Visual Studio CodeAWS のオープンソースプラグインです。ツールキットは、AWS CDKアプリケー
ションを開発するための統合エクスペリエンスを提供します。AWS CDKプロジェクトを一覧表示した
り、CDKAWS CDK アプリケーションのさまざまなコンポーネントを参照したりするためのエクスプロー
ラー機能が含まれています。AWSツールキットをインストールして、AWS CDKエクスプローラーの使用
方法の詳細を確認してください。

AWS SAM の統合
AWS CDKとAWS Serverless Application Model (AWS SAM) は連携して、CDK で定義されているサーバー
レスアプリケーションをローカルでビルドしてテストできます。詳細については、『AWS SAM開発者ガ
イド』AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)のを参照してください。SAM CLI をインストールするに
は、「CLI AWS SAMのインストール」を参照してください。
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テスト構成
を使用するとAWS CDK、作成した他のコードと同様にインフラストラクチャをテストできます。AWS 
CDKアプリをテストする標準的なアプローチでは、AWS CDKのアサーションモジュールと、Jest for 
Python TypeScript JavaScript や Pytest for Python などの一般的なテストフレームワークを使用します。

AWS CDKアプリ用に作成できるテストには 2 つのカテゴリがあります。

• きめ細かなアサーションは、「このリソースにはこの値を持つこのプロパティがあります」など、AWS 
CloudFormation生成されたテンプレートの特定の側面をテストします。これらのテストは回帰を検出で
きます。また、テスト駆動開発を使用して新しい機能を開発する場合にも役立ちます。(最初にテストを
書いてから、正しい実装を書いて合格にすることができます。) きめ細かなアサーションは、最も頻繁
に使用されるテストです。

• スナップショットテストでは、AWS CloudFormation合成されたテンプレートを以前に保存されたベー
スラインテンプレートと照合してテストします。スナップショットテストでは、リファクタリングされ
たコードが元のコードとまったく同じように動作することを確認できるため、自由にリファクタリング
できます。変更が意図的なものであれば、future テスト用に新しいベースラインを適用できます。ただ
し、CDK のアップグレードによって合成テンプレートが変更されることもあるため、スナップショット
だけに頼って実装が正しいことを確認することはできません。

Note

このトピックの例として使用されている TypeScript、Python、および Java アプリの完全版
は、で入手できます GitHub。

開始方法
これらのテストの作成方法を説明するために、AWS Step FunctionsAWS Lambdaステートマシンと関数を
含むスタックを作成します。Lambda 関数は Amazon SNS トピックに登録され、メッセージをステートマ
シンに転送するだけです。

まず、CDK Toolkit を使用して空の CDK アプリケーションプロジェクトを作成し、必要なライブラリをイ
ンストールします。使用する構成はすべてメインCDKパッケージに含まれています。これは、CDK Toolkit
で作成されたプロジェクトのデフォルトの依存関係です。ただし、テストフレームワークをインストール
する必要があります。

TypeScript

mkdir state-machine && cd state-machine
cdk init --language=typescript
npm install --save-dev jest @types/jest

テスト用の新しいディレクトリを作成します。

mkdir test

package.jsonプロジェクトを編集して NPM に Jest の実行方法を伝え、収集するファイルの種類を 
Jest に伝えます。必要な変更点は次のとおりです。
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• testscriptsセクションに新しいキーを追加
• JestdevDependencies とそのタイプをセクションに追加
• jestmoduleFileExtensions宣言付きの新しいトップレベルキーを追加

これらの変更点を次の概要に示します。package.json新しいテキストを指示された場所に配置しま
す。「...」プレースホルダーは、変更してはならないファイルの既存の部分を示します。

{ 
  ... 
  "scripts": { 
    ... 
    "test": "jest" 
  }, 
  "devDependencies": { 
    ... 
    "@types/jest": "^24.0.18", 
    "jest": "^24.9.0" 
  }, 
  "jest": { 
    "moduleFileExtensions": ["js"] 
  }
}

JavaScript

mkdir state-machine && cd state-machine
cdk init --language=javascript
npm install --save-dev jest

テスト用の新しいディレクトリを作成します。

mkdir test

package.jsonプロジェクトを編集して NPM に Jest の実行方法を伝え、収集するファイルの種類を 
Jest に伝えます。必要な変更点は次のとおりです。

• testscriptsセクションに新しいキーを追加
• JestdevDependencies をセクションに追加
• jestmoduleFileExtensions宣言付きの新しいトップレベルキーを追加

これらの変更点を次の概要に示します。package.json新しいテキストを指示された場所に配置しま
す。「...」プレースホルダーは、変更してはならないファイルの既存の部分を示します。

{ 
  ... 
  "scripts": { 
    ... 
    "test": "jest" 
  }, 
  "devDependencies": { 
    ... 
    "jest": "^24.9.0" 
  }, 
  "jest": { 
    "moduleFileExtensions": ["js"] 
  }
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}

Python

mkdir state-machine && cd state-machine
cdk init --language=python
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
python -m pip install -r requirements-dev.txt

Java

mkdir state-machine && cd-state-machine
cdk init --language=java

お好みの Java IDE でプロジェクトを開きます。(Eclipse では、「ファイル」>「インポート」>「既存
の Maven プロジェクト」を使用してください。)

C#

mkdir state-machine && cd-state-machine
cdk init --language=csharp

Visual Studiosrc\StateMachine.sln で開きます。

ソリューションエクスプローラーでソリューションを右クリックし、「追加」>「新規プロジェク
ト」 を選択します。MSTest C# を検索し、C# 用の MSTest テストプロジェクトを追加します。
(TestProject1デフォルト名で問題ありません。)

TestProject1右クリックして「追加」>「プロジェクト参照」を選択し、StateMachineプロジェ
クトを参照として追加します。

スタック例
このトピックでテストするスタックは次のとおりです。前に説明したように、これには Lambda 関数
と Step Functions ステートマシンが含まれており、1 つ以上の Amazon SNS トピックを受け入れま
す。Lambda 関数は Amazon SNS トピックに登録され、ステートマシンに転送されます。

アプリをテスト可能にするために特別なことをする必要はありません。実際、この CDK スタックは、こ
のガイドの他のサンプルスタックと大きな違いはありません。

TypeScript

次のコードを記述しますlib/state-machine-stack.ts。

import * as cdk from "aws-cdk-lib";
import * as sns from "aws-cdk-lib/aws-sns";
import * as sns_subscriptions from "aws-cdk-lib/aws-sns-subscriptions";
import * as lambda from "aws-cdk-lib/aws-lambda";
import * as sfn from "aws-cdk-lib/aws-stepfunctions";
import { Construct } from "constructs";

export interface ProcessorStackProps extends cdk.StackProps { 
  readonly topics: sns.Topic[];
}

export class ProcessorStack extends cdk.Stack { 
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  constructor(scope: Construct, id: string, props: ProcessorStackProps) { 
    super(scope, id, props); 

    // In the future this state machine will do some work... 
    const stateMachine = new sfn.StateMachine(this, "StateMachine", { 
      definition: new sfn.Pass(this, "StartState"), 
    }); 

    // This Lambda function starts the state machine. 
    const func = new lambda.Function(this, "LambdaFunction", { 
      runtime: lambda.Runtime.NODEJS_14_X, 
      handler: "handler", 
      code: lambda.Code.fromAsset("./start-state-machine"), 
      environment: { 
        STATE_MACHINE_ARN: stateMachine.stateMachineArn, 
      }, 
    }); 
    stateMachine.grantStartExecution(func); 

    const subscription = new sns_subscriptions.LambdaSubscription(func); 
    for (const topic of props.topics) { 
      topic.addSubscription(subscription); 
    } 
  }
}

JavaScript

次のコードを記述しますlib/state-machine-stack.js。

const cdk = require("aws-cdk-lib");
const sns = require("aws-cdk-lib/aws-sns");
const sns_subscriptions = require("aws-cdk-lib/aws-sns-subscriptions");
const lambda = require("aws-cdk-lib/aws-lambda");
const sfn = require("aws-cdk-lib/aws-stepfunctions");

class ProcessorStack extends cdk.Stack { 
  constructor(scope, id, props) { 
    super(scope, id, props); 

    // In the future this state machine will do some work... 
    const stateMachine = new sfn.StateMachine(this, "StateMachine", { 
      definition: new sfn.Pass(this, "StartState"), 
    }); 

    // This Lambda function starts the state machine. 
    const func = new lambda.Function(this, "LambdaFunction", { 
      runtime: lambda.Runtime.NODEJS_14_X, 
      handler: "handler", 
      code: lambda.Code.fromAsset("./start-state-machine"), 
      environment: { 
        STATE_MACHINE_ARN: stateMachine.stateMachineArn, 
      }, 
    }); 
    stateMachine.grantStartExecution(func); 

    const subscription = new sns_subscriptions.LambdaSubscription(func); 
    for (const topic of props.topics) { 
      topic.addSubscription(subscription); 
    } 
  }
}

module.exports = { ProcessorStack }
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Python

次のコードを記述しますstate_machine/state_machine_stack.py。

from typing import List

import aws_cdk.aws_lambda as lambda_
import aws_cdk.aws_sns as sns
import aws_cdk.aws_sns_subscriptions as sns_subscriptions
import aws_cdk.aws_stepfunctions as sfn
import aws_cdk as cdk

class ProcessorStack(cdk.Stack): 
    def __init__( 
        self, 
        scope: cdk.Construct, 
        construct_id: str, 
        *, 
        topics: List[sns.Topic], 
        **kwargs 
    ) -> None: 
        super().__init__(scope, construct_id, **kwargs) 

        # In the future this state machine will do some work... 
        state_machine = sfn.StateMachine( 
            self, "StateMachine", definition=sfn.Pass(self, "StartState") 
        ) 

        # This Lambda function starts the state machine. 
        func = lambda_.Function( 
            self, 
            "LambdaFunction", 
            runtime=lambda_.Runtime.NODEJS_14_X, 
            handler="handler", 
            code=lambda_.Code.from_asset("./start-state-machine"), 
            environment={ 
                "STATE_MACHINE_ARN": state_machine.state_machine_arn, 
            }, 
        ) 
        state_machine.grant_start_execution(func) 

        subscription = sns_subscriptions.LambdaSubscription(func) 
        for topic in topics: 
            topic.add_subscription(subscription)

Java

package software.amazon.samples.awscdkassertionssamples;

import software.constructs.Construct;
import software.amazon.awscdk.Stack;
import software.amazon.awscdk.StackProps;
import software.amazon.awscdk.services.lambda.Code;
import software.amazon.awscdk.services.lambda.Function;
import software.amazon.awscdk.services.lambda.Runtime;
import software.amazon.awscdk.services.sns.ITopicSubscription;
import software.amazon.awscdk.services.sns.Topic;
import software.amazon.awscdk.services.sns.subscriptions.LambdaSubscription;
import software.amazon.awscdk.services.stepfunctions.Pass;
import software.amazon.awscdk.services.stepfunctions.StateMachine;

import java.util.Collections;
import java.util.List;
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public class ProcessorStack extends Stack { 
    public ProcessorStack(final Construct scope, final String id, final List<Topic> 
 topics) { 
        this(scope, id, null, topics); 
    } 

    public ProcessorStack(final Construct scope, final String id, final StackProps 
 props, final List<Topic> topics) { 
        super(scope, id, props); 

        // In the future this state machine will do some work... 
        final StateMachine stateMachine = StateMachine.Builder.create(this, 
 "StateMachine") 
                .definition(new Pass(this, "StartState")) 
                .build(); 

        // This Lambda function starts the state machine. 
        final Function func = Function.Builder.create(this, "LambdaFunction") 
                .runtime(Runtime.NODEJS_14_X) 
                .handler("handler") 
                .code(Code.fromAsset("./start-state-machine")) 
                .environment(Collections.singletonMap("STATE_MACHINE_ARN", 
 stateMachine.getStateMachineArn())) 
                .build(); 
        stateMachine.grantStartExecution(func); 

        final ITopicSubscription subscription = new LambdaSubscription(func); 
        for (final Topic topic : topics) { 
            topic.addSubscription(subscription); 
        } 
    }
}

C#

using Amazon.CDK;
using Amazon.CDK.AWS.Lambda;
using Amazon.CDK.AWS.StepFunctions;
using Amazon.CDK.AWS.SNS;
using Amazon.CDK.AWS.SNS.Subscriptions;
using Constructs;

using System.Collections.Generic;

namespace AwsCdkAssertionSamples
{ 
    public class StateMachineStackProps : StackProps 
    { 
        public Topic[] Topics; 
    } 

    public class StateMachineStack : Stack 
    { 

        internal StateMachineStack(Construct scope, string id, StateMachineStackProps 
 props = null) : base(scope, id, props) 
        { 
            // In the future this state machine will do some work... 
            var stateMachine = new StateMachine(this, "StateMachine", new 
 StateMachineProps 
            { 
                Definition = new Pass(this, "StartState") 
            }); 

            // This Lambda function starts the state machine. 
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            var func = new Function(this, "LambdaFunction", new FunctionProps 
            { 
                Runtime = Runtime.NODEJS_14_X, 
                Handler = "handler", 
                Code = Code.FromAsset("./start-state-machine"), 
                Environment = new Dictionary<string, string> 
                { 
                    { "STATE_MACHINE_ARN", stateMachine.StateMachineArn } 
                } 
            }); 
            stateMachine.GrantStartExecution(func); 
            
            foreach (Topic topic in props?.Topics ?? new Topic[0]) 
            { 
                var subscription = new LambdaSubscription(func); 
            } 

        } 
    }
}

実際にスタックをインスタンス化しないように、アプリのメインエントリポイントを変更します。誤って
デプロイしたくありません。テストでは、テスト用のアプリとスタックのインスタンスを作成します。こ
れは、テスト駆動型開発と組み合わせる場合に便利な方法です。デプロイを有効にする前に、スタックが
すべてのテストに合格することを確認してください。

TypeScript

Eclipse bin/state-machine.ts:

#!/usr/bin/env node
import * as cdk from "aws-cdk-lib";

const app = new cdk.App();

// Stacks are intentionally not created here -- this application isn't meant to
// be deployed.

JavaScript

Eclipse bin/state-machine.js:

#!/usr/bin/env node
const cdk = require("aws-cdk-lib");

const app = new cdk.App();

// Stacks are intentionally not created here -- this application isn't meant to
// be deployed.

Python

Eclipse app.py:

#!/usr/bin/env python3
import os

import aws_cdk  as cdk

app = cdk.App()
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# Stacks are intentionally not created here -- this application isn't meant to
# be deployed.

app.synth()

Java

package software.amazon.samples.awscdkassertionssamples;

import software.amazon.awscdk.App;

public class SampleApp { 
    public static void main(final String[] args) { 
        App app = new App(); 

        // Stacks are intentionally not created here -- this application isn't meant to 
 be deployed. 

        app.synth(); 
    }
}

C#

using Amazon.CDK;

namespace AwsCdkAssertionSamples
{ 
    sealed class Program 
    { 
        public static void Main(string[] args) 
        { 
            var app = new App(); 

            // Stacks are intentionally not created here -- this application isn't 
 meant to be deployed. 

            app.Synth(); 
        } 
    }
}

Lambda 関数
このサンプルスタックには、ステートマシンを起動する Lambda 関数が含まれています。CDK が Lambda 
関数リソースの作成の一部としてバンドルしてデプロイできるように、この関数のソースコードを提供す
る必要があります。

• start-state-machineフォルダをアプリケーションのメインディレクトリで作成します。
• このフォルダで少なくとも 1 つのファイルを作成します。たとえば、次のコードをに保存できま

すstart-state-machines/index.js。

exports.handler = async function (event, context) { 
 return 'hello world';
};

ただし、スタックを実際にデプロイすることはないため、どのファイルでも機能します。
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テストを実行する
参考までに、AWS CDKアプリでテストを実行するために使用するコマンドを以下に示します。これら
は、同じテストフレームワークを使用するどのプロジェクトでもテストを実行するために使用するのと同
じコマンドです。ビルドステップが必要な言語の場合は、テストがコンパイルされたことを確認するため
にビルドステップを含めてください。

TypeScript

tsc && npm test

JavaScript

npm test

Python

python -m pytest

Java

mvn compile && mvn test

C#

ソリューションを構築してテストを見つけ (F6)、テストを実行します ([テスト] > [すべてのテスト
を実行])。実行するテストを選択するには、テストエクスプローラー (テスト > テストエクスプロー
ラー) を開きます。

または:

dotnet test src

きめ細かなアサーション
きめ細かなアサーションを使用してスタックをテストする最初のステップは、AWS CloudFormation生成
されたテンプレートに対してアサーションを作成するため、スタックを合成することです。

ProcessorStackステートマシンに転送するには、Amazon SNS トピックを渡す必要があります。そこ
で、このテストでは、トピックを格納するスタックを別に作成します。

通常、CDK アプリケーションを作成する場合、Stackスタックのコンストラクターで Amazon SNS 
トピックをサブクラス化してインスタンス化できます。このテストでは、Stack直接インスタンス化
し、Topicこのスタックをのスコープとして渡し、スタックにアタッチします。これは機能的には同等
で、冗長性も低いです。また、テストでのみ使用されるスタックを、デプロイする予定のスタックと「見
た目が異なる」ようにするのにも役立ちます。

TypeScript

import { Capture, Match, Template } from "aws-cdk-lib/assertions";
import * as cdk from "aws-cdk-lib";
import * as sns from "aws-cdk-lib/aws-sns";
import { ProcessorStack } from "../lib/processor-stack";
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describe("ProcessorStack", () => { 
  test("synthesizes the way we expect", () => { 
    const app = new cdk.App(); 

    // Since the ProcessorStack consumes resources from a separate stack 
    // (cross-stack references), we create a stack for our SNS topics to live 
    // in here. These topics can then be passed to the ProcessorStack later, 
    // creating a cross-stack reference. 
    const topicsStack = new cdk.Stack(app, "TopicsStack"); 

    // Create the topic the stack we're testing will reference. 
    const topics = [new sns.Topic(topicsStack, "Topic1", {})]; 

    // Create the ProcessorStack. 
    const processorStack = new ProcessorStack(app, "ProcessorStack", { 
      topics: topics, // Cross-stack reference 
    }); 

    // Prepare the stack for assertions. 
    const template = Template.fromStack(processorStack);

}

JavaScript

const { Capture, Match, Template } = require("aws-cdk-lib/assertions");
const cdk = require("aws-cdk-lib");
const sns = require("aws-cdk-lib/aws-sns");
const { ProcessorStack } = require("../lib/processor-stack");

describe("ProcessorStack", () => { 
  test("synthesizes the way we expect", () => { 
    const app = new cdk.App(); 

    // Since the ProcessorStack consumes resources from a separate stack 
    // (cross-stack references), we create a stack for our SNS topics to live 
    // in here. These topics can then be passed to the ProcessorStack later, 
    // creating a cross-stack reference. 
    const topicsStack = new cdk.Stack(app, "TopicsStack"); 

    // Create the topic the stack we're testing will reference. 
    const topics = [new sns.Topic(topicsStack, "Topic1", {})]; 

    // Create the ProcessorStack. 
    const processorStack = new ProcessorStack(app, "ProcessorStack", { 
      topics: topics, // Cross-stack reference 
    }); 

    // Prepare the stack for assertions. 
    const template = Template.fromStack(processorStack);

Python

from aws_cdk import aws_sns as sns
import aws_cdk as cdk
from aws_cdk.assertions import Template

from app.processor_stack import ProcessorStack

def test_synthesizes_properly(): 
    app = cdk.App() 

    # Since the ProcessorStack consumes resources from a separate stack 
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    # (cross-stack references), we create a stack for our SNS topics to live 
    # in here. These topics can then be passed to the ProcessorStack later, 
    # creating a cross-stack reference. 
    topics_stack = cdk.Stack(app, "TopicsStack") 

    # Create the topic the stack we're testing will reference. 
    topics = [sns.Topic(topics_stack, "Topic1")] 

    # Create the ProcessorStack. 
    processor_stack = ProcessorStack( 
        app, "ProcessorStack", topics=topics  # Cross-stack reference 
    ) 

    # Prepare the stack for assertions. 
    template = Template.from_stack(processor_stack)

Java

package software.amazon.samples.awscdkassertionssamples;

import org.junit.jupiter.api.Test;
import software.amazon.awscdk.assertions.Capture;
import software.amazon.awscdk.assertions.Match;
import software.amazon.awscdk.assertions.Template;
import software.amazon.awscdk.App;
import software.amazon.awscdk.Stack;
import software.amazon.awscdk.services.sns.Topic;

import java.util.*;

import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThat;

public class ProcessorStackTest { 
    @Test 
    public void testSynthesizesProperly() { 
        final App app = new App(); 

        // Since the ProcessorStack consumes resources from a separate stack (cross-
stack references), we create a stack 
        // for our SNS topics to live in here. These topics can then be passed to the 
 ProcessorStack later, creating a 
        // cross-stack reference. 
        final Stack topicsStack = new Stack(app, "TopicsStack"); 

        // Create the topic the stack we're testing will reference. 
        final List<Topic> topics = 
 Collections.singletonList(Topic.Builder.create(topicsStack, "Topic1").build()); 

        // Create the ProcessorStack. 
        final ProcessorStack processorStack = new ProcessorStack( 
                app, 
                "ProcessorStack", 
                topics // Cross-stack reference 
        ); 

        // Prepare the stack for assertions. 
        final Template template = Template.fromStack(processorStack)

C#

using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;

using Amazon.CDK;
using Amazon.CDK.AWS.SNS;
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using Amazon.CDK.Assertions;
using AwsCdkAssertionSamples;

using ObjectDict = System.Collections.Generic.Dictionary<string, object>;
using StringDict = System.Collections.Generic.Dictionary<string, string>;

namespace TestProject1
{ 
    [TestClass] 
    public class ProcessorStackTest 
    { 
        [TestMethod] 
        public void TestMethod1() 
        { 
            var app = new App(); 

            // Since the ProcessorStack consumes resources from a separate stack 
 (cross-stack references), we create a stack 
            // for our SNS topics to live in here. These topics can then be passed to 
 the ProcessorStack later, creating a 
            // cross-stack reference. 
            var topicsStack = new Stack(app, "TopicsStack"); 

            // Create the topic the stack we're testing will reference. 
            var topics = new Topic[] { new Topic(topicsStack, "Topic1") }; 

            // Create the ProcessorStack. 
            var processorStack = new StateMachineStack(app, "ProcessorStack", new 
 StateMachineStackProps 
            { 
                Topics = topics 
            }); 

            // Prepare the stack for assertions. 
            var template = Template.FromStack(processorStack); 
             
            // test will go here 
        } 
    }
}

これで、Lambda 関数と Amazon SNS サブスクリプションが作成されたことを確認できます。

TypeScript

    // Assert it creates the function with the correct properties... 
    template.hasResourceProperties("AWS::Lambda::Function", { 
      Handler: "handler", 
      Runtime: "nodejs14.x", 
    }); 

    // Creates the subscription... 
    template.resourceCountIs("AWS::SNS::Subscription", 1);

JavaScript

    // Assert it creates the function with the correct properties... 
    template.hasResourceProperties("AWS::Lambda::Function", { 
      Handler: "handler", 
      Runtime: "nodejs14.x", 
    }); 
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    // Creates the subscription... 
    template.resourceCountIs("AWS::SNS::Subscription", 1);

Python

# Assert that we have created the function with the correct properties 
    template.has_resource_properties( 
        "AWS::Lambda::Function", 
        { 
            "Handler": "handler", 
            "Runtime": "nodejs14.x", 
        }, 
    ) 

    # Assert that we have created a subscription 
    template.resource_count_is("AWS::SNS::Subscription", 1)

Java

        // Assert it creates the function with the correct properties... 
        template.hasResourceProperties("AWS::Lambda::Function", Map.of( 
                "Handler", "handler", 
                "Runtime", "nodejs14.x" 
        )); 
           
         // Creates the subscription... 
        template.resourceCountIs("AWS::SNS::Subscription", 1);

C#

            // Prepare the stack for assertions. 
            var template = Template.FromStack(processorStack); 

            // Assert it creates the function with the correct properties... 
            template.HasResourceProperties("AWS::Lambda::Function", new StringDict { 
                { "Handler", "handler"}, 
                { "Runtime", "nodejs14x" } 
            }); 

            // Creates the subscription... 
            template.ResourceCountIs("AWS::SNS::Subscription", 1);

今回の Lambda 関数テストでは、関数リソースの 2 つの特定のプロパティには特定の値があることが確認
されています。デフォルトでは、hasResourceProperties CloudFormation メソッドは合成テンプレー
トで指定されたリソースのプロパティを部分一致させます。このテストでは、提供されたプロパティが存
在し、指定された値を持っていることが必要ですが、リソースにはテストされていない他のプロパティを
含めることもできます。

Amazon SNS アサーションでは、合成されたテンプレートにはサブスクリプションが含まれている
が、サブスクリプション自体については何も含まれていないと断言しています。このアサーション
は、主にリソース数をアサートする方法を説明するために含めました。Templateこのクラスには、 
CloudFormation テンプレートの、、Mappingおよびセクションに対してアサーションを記述するため
のResourcesOutputs、より具体的なメソッドが用意されています。

マッチャー
のデフォルトの部分一致動作は、hasResourcePropertiesMatchクラスのマッチャーを使用して変更で
きます。
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マッチャーは lenient (Match.anyValue) から strict (Match.objectEquals) までさまざまです。それら
をネストして、リソースプロパティのさまざまな部分にさまざまなマッチング方法を適用できます。たと
えば、Match.objectEqualsMatch.anyValueとを組み合わせて使用すると、変更される可能性のある
プロパティに特定の値を設定しなくても、ステートマシンの IAM ロールをより詳細にテストできます。

TypeScript

    // Fully assert on the state machine's IAM role with matchers. 
    template.hasResourceProperties( 
      "AWS::IAM::Role", 
      Match.objectEquals({ 
        AssumeRolePolicyDocument: { 
          Version: "2012-10-17", 
          Statement: [ 
            { 
              Action: "sts:AssumeRole", 
              Effect: "Allow", 
              Principal: { 
                Service: { 
                  "Fn::Join": [ 
                    "", 
                    ["states.", Match.anyValue(), ".amazonaws.com"], 
                  ], 
                }, 
              }, 
            }, 
          ], 
        }, 
      }) 
    );

JavaScript

    // Fully assert on the state machine's IAM role with matchers. 
    template.hasResourceProperties( 
      "AWS::IAM::Role", 
      Match.objectEquals({ 
        AssumeRolePolicyDocument: { 
          Version: "2012-10-17", 
          Statement: [ 
            { 
              Action: "sts:AssumeRole", 
              Effect: "Allow", 
              Principal: { 
                Service: { 
                  "Fn::Join": [ 
                    "", 
                    ["states.", Match.anyValue(), ".amazonaws.com"], 
                  ], 
                }, 
              }, 
            }, 
          ], 
        }, 
      }) 
    );

Python

from aws_cdk.assertions import Match 

    # Fully assert on the state machine's IAM role with matchers. 
    template.has_resource_properties( 
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        "AWS::IAM::Role", 
        Match.object_equals( 
            { 
                "AssumeRolePolicyDocument": { 
                    "Version": "2012-10-17", 
                    "Statement": [ 
                        { 
                            "Action": "sts:AssumeRole", 
                            "Effect": "Allow", 
                            "Principal": { 
                                "Service": { 
                                    "Fn::Join": [ 
                                        "", 
                                        [ 
                                            "states.", 
                                            Match.any_value(), 
                                            ".amazonaws.com", 
                                        ], 
                                    ], 
                                }, 
                            }, 
                        }, 
                    ], 
                }, 
            } 
        ), 
    )

Java

        // Fully assert on the state machine's IAM role with matchers. 
        template.hasResourceProperties("AWS::IAM::Role", Match.objectEquals( 
                Collections.singletonMap("AssumeRolePolicyDocument", Map.of( 
                        "Version", "2012-10-17", 
                        "Statement", Collections.singletonList(Map.of( 
                                "Action", "sts:AssumeRole", 
                                "Effect", "Allow", 
                                "Principal", Collections.singletonMap( 
                                        "Service", Collections.singletonMap( 
                                                "Fn::Join", Arrays.asList( 
                                                        "", 
                                                        Arrays.asList("states.", 
 Match.anyValue(), ".amazonaws.com") 
                                                ) 
                                        ) 
                                ) 
                        )) 
                )) 
        ));

C#

            // Fully assert on the state machine's IAM role with matchers. 
            template.HasResource("AWS::IAM::Role", Match.ObjectEquals(new ObjectDict 
            { 
                { "AssumeRolePolicyDocument", new ObjectDict 
                    { 
                        { "Version", "2012-10-17" }, 
                        { "Action", "sts:AssumeRole" }, 
                        { "Principal", new ObjectDict 
                            { 
                                { "Version", "2012-10-17" }, 
                                { "Statement", new object[] 
                                    { 
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                                        new ObjectDict { 
                                            { "Action", "sts:AssumeRole" }, 
                                            { "Effect", "Allow" }, 
                                            { "Principal", new ObjectDict 
                                                { 
                                                    { "Service", new ObjectDict 
                                                        { 
                                                            { "", new object[] 
                                                                { "states", 
 Match.AnyValue(), ".amazonaws.com" } 
                                                            } 
                                                        } 
                                                    } 
                                                } 
                                            } 
                                        } 
                                    } 
                                } 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            }));

CloudFormation 多くのリソースには、文字列として表されるシリアル化された JSON オブジェクトが含ま
れています。Match.serializedJson()マッチャーを使用して、この JSON 内のプロパティを照合でき
ます。

たとえば、Step Functions ステートマシンは JSON ベースの Amazon ステート言語の文字列を使用して定
義されます。Match.serializedJson()最初の状態が唯一のステップであることを確認するのに使用し
ます。繰り返しになりますが、ネストされたマッチャーを使用して、オブジェクトのさまざまな部分にさ
まざまな種類のマッチングを適用します。

TypeScript

    // Assert on the state machine's definition with the Match.serializedJson() 
    // matcher. 
    template.hasResourceProperties("AWS::StepFunctions::StateMachine", { 
      DefinitionString: Match.serializedJson( 
        // Match.objectEquals() is used implicitly, but we use it explicitly 
        // here for extra clarity. 
        Match.objectEquals({ 
          StartAt: "StartState", 
          States: { 
            StartState: { 
              Type: "Pass", 
              End: true, 
              // Make sure this state doesn't provide a next state -- we can't 
              // provide both Next and set End to true. 
              Next: Match.absent(), 
            }, 
          }, 
        }) 
      ), 
    });

JavaScript

    // Assert on the state machine's definition with the Match.serializedJson() 
    // matcher. 
    template.hasResourceProperties("AWS::StepFunctions::StateMachine", { 
      DefinitionString: Match.serializedJson( 
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        // Match.objectEquals() is used implicitly, but we use it explicitly 
        // here for extra clarity. 
        Match.objectEquals({ 
          StartAt: "StartState", 
          States: { 
            StartState: { 
              Type: "Pass", 
              End: true, 
              // Make sure this state doesn't provide a next state -- we can't 
              // provide both Next and set End to true. 
              Next: Match.absent(), 
            }, 
          }, 
        }) 
      ), 
    });

Python

    # Assert on the state machine's definition with the serialized_json matcher. 
    template.has_resource_properties( 
        "AWS::StepFunctions::StateMachine", 
        { 
            "DefinitionString": Match.serialized_json( 
                # Match.object_equals() is the default, but specify it here for clarity 
                Match.object_equals( 
                    { 
                        "StartAt": "StartState", 
                        "States": { 
                            "StartState": { 
                                "Type": "Pass", 
                                "End": True, 
                                # Make sure this state doesn't provide a next state -- 
                                # we can't provide both Next and set End to true. 
                                "Next": Match.absent(), 
                            }, 
                        }, 
                    } 
                ) 
            ), 
        }, 
    )

Java

        // Assert on the state machine's definition with the Match.serializedJson() 
 matcher. 
        template.hasResourceProperties("AWS::StepFunctions::StateMachine", 
 Collections.singletonMap( 
                "DefinitionString", Match.serializedJson( 
                        // Match.objectEquals() is used implicitly, but we use it 
 explicitly here for extra clarity. 
                        Match.objectEquals(Map.of( 
                                "StartAt", "StartState", 
                                "States", Collections.singletonMap( 
                                        "StartState", Map.of( 
                                                "Type", "Pass", 
                                                "End", true, 
                                                // Make sure this state doesn't provide 
 a next state -- we can't provide 
                                                // both Next and set End to true. 
                                                "Next", Match.absent() 
                                        ) 
                                ) 
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                        )) 
                ) 
        ));

C#

            // Assert on the state machine's definition with the Match.serializedJson() 
 matcher 
            template.HasResourceProperties("AWS::StepFunctions::StateMachine", new 
 ObjectDict 
            { 
                { "DefinitionString", Match.SerializedJson( 
                    // Match.objectEquals() is used implicitly, but we use it 
 explicitly here for extra clarity. 
                    Match.ObjectEquals(new ObjectDict { 
                        { "StartAt", "StartState" }, 
                        { "States", new ObjectDict 
                        { 
                            { "StartState", new ObjectDict { 
                                { "Type", "Pass" }, 
                                { "End", "True" }, 
                                // Make sure this state doesn't provide a next state -- 
 we can't provide 
                                // both Next and set End to true. 
                                { "Next", Match.Absent() } 
                            }} 
                        }} 
                    })     
                )}});

キャプチャ
プロパティの正確な値を事前に知らなくても、プロパティが特定の形式に従っているか、別のプロ
パティと同じ値であることを確認するためにプロパティをテストしておくと便利なことがよくありま
す。assertionsこのモジュールは、Captureこのクラスの機能を備えています。

Captureの値の代わりにインスタンスを指定するとhasResourceProperties、Captureその値はオブ
ジェクトに保持されます。実際にキャプチャされた値は、、asなどのオブジェクトのメソッドを使用して
取得できasNumber()asString()asObject、テストの対象となります。Captureマッチャーと一緒に
使用して、シリアル化された JSON プロパティを含むリソースのプロパティ内でキャプチャする値の正確
な位置を指定します。

次の例では、ステートマシンの開始ステートの名前が「」で始まることを確認するテストを行っていま
すStart。また、この状態がマシンの状態リストに含まれているかどうかもテストします。

TypeScript

    // Capture some data from the state machine's definition. 
    const startAtCapture = new Capture(); 
    const statesCapture = new Capture(); 
    template.hasResourceProperties("AWS::StepFunctions::StateMachine", { 
      DefinitionString: Match.serializedJson( 
        Match.objectLike({ 
          StartAt: startAtCapture, 
          States: statesCapture, 
        }) 
      ), 
    }); 

    // Assert that the start state starts with "Start". 
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    expect(startAtCapture.asString()).toEqual(expect.stringMatching(/^Start/)); 

    // Assert that the start state actually exists in the states object of the 
    // state machine definition. 
    expect(statesCapture.asObject()).toHaveProperty(startAtCapture.asString());

JavaScript

    // Capture some data from the state machine's definition. 
    const startAtCapture = new Capture(); 
    const statesCapture = new Capture(); 
    template.hasResourceProperties("AWS::StepFunctions::StateMachine", { 
      DefinitionString: Match.serializedJson( 
        Match.objectLike({ 
          StartAt: startAtCapture, 
          States: statesCapture, 
        }) 
      ), 
    }); 

    // Assert that the start state starts with "Start". 
    expect(startAtCapture.asString()).toEqual(expect.stringMatching(/^Start/)); 

    // Assert that the start state actually exists in the states object of the 
    // state machine definition. 
    expect(statesCapture.asObject()).toHaveProperty(startAtCapture.asString());

Python

import re 

    from aws_cdk.assertions import Capture 

    # ... 

    # Capture some data from the state machine's definition. 
    start_at_capture = Capture() 
    states_capture = Capture() 
    template.has_resource_properties( 
        "AWS::StepFunctions::StateMachine", 
        { 
            "DefinitionString": Match.serialized_json( 
                Match.object_like( 
                    { 
                        "StartAt": start_at_capture, 
                        "States": states_capture, 
                    } 
                ) 
            ), 
        }, 
    ) 

    # Assert that the start state starts with "Start". 
    assert re.match("^Start", start_at_capture.as_string()) 

    # Assert that the start state actually exists in the states object of the 
    # state machine definition. 
    assert start_at_capture.as_string() in states_capture.as_object()

Java

        // Capture some data from the state machine's definition. 
        final Capture startAtCapture = new Capture(); 
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        final Capture statesCapture = new Capture(); 
        template.hasResourceProperties("AWS::StepFunctions::StateMachine", 
 Collections.singletonMap( 
                "DefinitionString", Match.serializedJson( 
                        Match.objectLike(Map.of( 
                                "StartAt", startAtCapture, 
                                "States", statesCapture 
                        )) 
                ) 
        )); 

        // Assert that the start state starts with "Start". 
        assertThat(startAtCapture.asString()).matches("^Start.+"); 

        // Assert that the start state actually exists in the states object of the 
 state machine definition. 
        assertThat(statesCapture.asObject()).containsKey(startAtCapture.asString());

C#

            // Capture some data from the state machine's definition. 
            var startAtCapture = new Capture(); 
            var statesCapture = new Capture(); 
            template.HasResourceProperties("AWS::StepFunctions::StateMachine", new 
 ObjectDict 
            { 
                { "DefinitionString", Match.SerializedJson( 
                    new ObjectDict 
                    { 
                        { "StartAt", startAtCapture }, 
                        { "States", statesCapture } 
                    } 
                )} 
            }); 

            Assert.IsTrue(startAtCapture.ToString().StartsWith("Start")); 
            
 Assert.IsTrue(statesCapture.AsObject().ContainsKey(startAtCapture.ToString()));

スナップショットテスト
スナップショットテストでは、 CloudFormation合成されたテンプレート全体を以前に保存されたマスター
と比較します。きめ細かなアサーションとは異なり、スナップショットテストは回帰の検出には役立ちま
せん。これは、スナップショットテストはテンプレート全体に適用され、コードの変更以外にも合成結果
に小さな（または not-so-small）違いが生じる可能性があるためです。

たとえば、CDK 構成を更新して新しいベストプラクティスを組み込むと、合成されたリソースやその構成
が変更される可能性があります。または、CDK Toolkit を更新して追加のメタデータを報告することもでき
ます。コンテキスト値を変更すると、合成テンプレートにも影響する可能性があります。

ただし、スナップショットテストは、合成されたテンプレートに影響を与える可能性のある他のすべての
要因を一定に保つ限り、リファクタリングに非常に役立ちます。行った変更によってテンプレートが意図
せず変更されたかどうかは、すぐにわかります。変更が意図的なものである場合は、新しいマスターを受
け入れて続行してください。

たとえば、DeadLetterQueue次のような構造体があるとします。

TypeScript

export class DeadLetterQueue extends sqs.Queue { 
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  public readonly messagesInQueueAlarm: cloudwatch.IAlarm; 

  constructor(scope: Construct, id: string) { 
    super(scope, id); 

    // Add the alarm 
    this.messagesInQueueAlarm = new cloudwatch.Alarm(this, 'Alarm', { 
      alarmDescription: 'There are messages in the Dead Letter Queue', 
      evaluationPeriods: 1, 
      threshold: 1, 
      metric: this.metricApproximateNumberOfMessagesVisible(), 
    }); 
  }
}

JavaScript

class DeadLetterQueue extends sqs.Queue { 
   
  constructor(scope, id) { 
    super(scope, id); 

    // Add the alarm 
    this.messagesInQueueAlarm = new cloudwatch.Alarm(this, 'Alarm', { 
      alarmDescription: 'There are messages in the Dead Letter Queue', 
      evaluationPeriods: 1, 
      threshold: 1, 
      metric: this.metricApproximateNumberOfMessagesVisible(), 
    }); 
  }
}

module.exports = { DeadLetterQueue }

Python

class DeadLetterQueue(sqs.Queue): 
    def __init__(self, scope: Construct, id: str): 
        super().__init__(scope, id) 

        self.messages_in_queue_alarm = cloudwatch.Alarm( 
            self, 
            "Alarm", 
            alarm_description="There are messages in the Dead Letter Queue.", 
            evaluation_periods=1, 
            threshold=1, 
            metric=self.metric_approximate_number_of_messages_visible(), 
        )

Java

public class DeadLetterQueue extends Queue { 
    private final IAlarm messagesInQueueAlarm; 

    public DeadLetterQueue(@NotNull Construct scope, @NotNull String id) { 
        super(scope, id); 

        this.messagesInQueueAlarm = Alarm.Builder.create(this, "Alarm") 
                .alarmDescription("There are messages in the Dead Letter Queue.") 
                .evaluationPeriods(1) 
                .threshold(1) 
                .metric(this.metricApproximateNumberOfMessagesVisible()) 
                .build(); 
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    } 

    public IAlarm getMessagesInQueueAlarm() { 
        return messagesInQueueAlarm; 
    }
}

C#

namespace AwsCdkAssertionSamples
{ 
    public class DeadLetterQueue : Queue 
    { 
        public IAlarm messagesInQueueAlarm; 

        public DeadLetterQueue(Construct scope, string id) : base(scope, id) 
        { 
            messagesInQueueAlarm = new Alarm(this, "Alarm", new AlarmProps 
            {  
                AlarmDescription = "There are messages in the Dead Letter Queue.", 
                EvaluationPeriods = 1, 
                Threshold = 1, 
                Metric = this.MetricApproximateNumberOfMessagesVisible() 
            }); 
        } 
    }
}

次のようにテストできます。

TypeScript

import { Match, Template } from "@aws-cdk/assertions";
import * as cdk from "@aws-cdk/core";
import { DeadLetterQueue } from "../lib/dead-letter-queue";

describe("DeadLetterQueue", () => { 
  test("matches the snapshot", () => { 
    const stack = new cdk.Stack(); 
    new DeadLetterQueue(stack, "DeadLetterQueue"); 

    const template = Template.fromStack(stack); 
    expect(template.toJSON()).toMatchSnapshot(); 
  });
});

JavaScript

const { Match, Template } = require("@aws-cdk/assertions");
const cdk = require("@aws-cdk/core");
const { DeadLetterQueue } = require("../lib/dead-letter-queue");

describe("DeadLetterQueue", () => { 
  test("matches the snapshot", () => { 
    const stack = new cdk.Stack(); 
    new DeadLetterQueue(stack, "DeadLetterQueue"); 

    const template = Template.fromStack(stack); 
    expect(template.toJSON()).toMatchSnapshot(); 
  });
});
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Python

from aws_cdk import core as cdk
from aws_cdk.assertions import Match, Template

from app.dead_letter_queue import DeadLetterQueue

def snapshot_test(): 
    stack = cdk.Stack() 
    DeadLetterQueue(stack, "DeadLetterQueue") 

    template = Template.from_stack(stack) 
    assert template.to_json() == snapshot 
           

Java

package software.amazon.samples.awscdkassertionssamples;

import org.junit.jupiter.api.Test;
import au.com.origin.snapshots.Expect;
import software.amazon.awscdk.assertions.Match;
import software.amazon.awscdk.assertions.Template;
import software.amazon.awscdk.core.Stack;

import java.util.Collections;
import java.util.Map;

public class DeadLetterQueueTest { 
    @Test 
    public void snapshotTest() { 
        final Stack stack = new Stack(); 
        new DeadLetterQueue(stack, "DeadLetterQueue"); 

        final Template template = Template.fromStack(stack); 
        expect.toMatchSnapshot(template.toJSON()); 
    }
}

C#

using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;

using Amazon.CDK;
using Amazon.CDK.Assertions;
using AwsCdkAssertionSamples;

using ObjectDict = System.Collections.Generic.Dictionary<string, object>;
using StringDict = System.Collections.Generic.Dictionary<string, string>;

namespace TestProject1
{ 
    [TestClass] 
    public class ProcessorStackTest 

    [TestClass] 
    public class DeadLetterQueueTest 
    { 
    [TestMethod] 
        public void SnapshotTest() 
        { 
            var stack = new Stack(); 
            new DeadLetterQueue(stack, "DeadLetterQueue"); 
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            var template = Template.FromStack(stack); 

            return Verifier.Verify(template.ToJSON()); 
        } 
    }
}

テストのヒント
テストはテストするコードと同じ期間有効であり、同じ頻度で読み取られたり変更されたりすることを覚
えておいてください。したがって、少し時間を取って、それらをどのように書くのが最善かを考えること
は有益です。

設定行や一般的なアサーションをコピーして貼り付けないでください。代わりに、このロジックをフィク
スチャまたはヘルパー関数にリファクタリングしてください。各テストが実際にテストする内容を反映し
た適切な名前を使用してください。

1回のテストであまり多くのことをしようとしないでください。テストでは、1 つの動作を 1 つだけテスト
するのが望ましいです。誤ってこの動作を中断した場合、失敗するテストは 1 つだけで、テストの名前か
ら何が失敗したかがわかります。ただし、これはより理想的です。複数の動作をテストするテストを必然
的に（または不注意に）作成することもあります。すでに説明した理由により、スナップショットテスト
は特にこの問題が発生しやすいため、慎重に使用してください。
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AWS Cloud Development Kit (AWS 
CDK) のセキュリティ

クラウドセキュリティは Amazon Web Services (AWS) の最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリ
ティを非常に重視する組織の要件を満たせる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
チャーから利点を得ます。セキュリティは、AWS とユーザーの間の共有責任です。責任共有モデルでは、
これをクラウドのセキュリティおよびクラウド内のセキュリティとして説明しています。

クラウドのセキュリティ – AWS は、AWS クラウド内でサービスを実行するインフラストラクチャを保護
する責任を担い、安全に使用できるサービスを提供します。当社のセキュリティ責任は AWS における最
優先事項であり、当社のセキュリティの有効性は、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人によって定期的にテストおよび検証されています。

クラウド内のセキュリティ — お客様の責任は、AWS使用しているのサービスや、データの機密性、組織
の要件、適用される法律や規制などのその他の要因によって決まります。

AWS CDK は、サポートしている特定の Amazon Web Services (AWS) のサービスを通じて、責任共有モ
デルに従います。AWS サービスのセキュリティ情報については、「AWS のサービスのセキュリティに関
するドキュメントページ」と、「AWS コンプライアンスプログラムごとのコンプライアンスの取り組みの
AWS 対象となるサービス」を参照してください。

トピック
• AWS Cloud Development Kit Kit Kit Kit Kit (AWS CDK) のアイデンティティとアクセス管理 (p. 351)
• AWS Cloud Development Kit Kit Kit Kit Kit (AWS CDK) のコンプライアンス検証 (p. 352)
• AWS Cloud Development Kit Kit Kit Kit Kit (AWS CDK) の耐障害性 (p. 352)
• AWS Cloud Development Kit Kit Kit Kit Kit (AWS CDK) のインフラストラクチャセキュリ

ティ (p. 353)

AWS Cloud Development Kit Kit Kit Kit Kit (AWS 
CDK) のアイデンティティとアクセス管理

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全にコント
ロールするために役立つ Amazon Web Services (AWS) のサービスです。IAM 管理者は、誰を認証 (サイ
ンイン) し、誰に AWS のサービスのリソースの使用を許可する (アクセス許可を付与する) かを制御しま
す。IAM は、AWS のサービスで追加料金は発生しません。

AWS CDK を使用してアクセスするにはAWS、AWSAWSアカウントと認証情報が必要です。AWS アカウ
ントのセキュリティを高めるため、アクセス認証情報を提供するには、AWS アカウント認証情報ではな
く、IAM ユーザーの利用をお勧めします。

IAM の使用の詳細については、「AWS Identity and Access Management」を参照してください。

IAM ユーザーの概要と、IAM ユーザーがアカウントのセキュリティにとって重要である理由について
は、Amazon Web Services 全般的なリファレンスの AWS セキュリティ認証情報を参照してください。

AWS CDK は、サポートしている特定の Amazon Web Services (AWS) のサービスを通じて、責任共有モ
デルに従います。AWS サービスのセキュリティ情報については、「AWS のサービスのセキュリティに関
するドキュメントページ」と、「AWS コンプライアンスプログラムごとのコンプライアンスの取り組みの
AWS 対象となるサービス」を参照してください。
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AWS Cloud Development Kit Kit Kit Kit Kit (AWS 
CDK) のコンプライアンス検証

AWS CDK は、サポートしている特定の Amazon Web Services (AWS) のサービスを通じて、責任共有モ
デルに従います。AWS サービスのセキュリティ情報については、「AWS のサービスのセキュリティに関
するドキュメントページ」と、「AWS コンプライアンスプログラムごとのコンプライアンスの取り組みの
AWS 対象となるサービス」を参照してください。

AWS サービスのセキュリティおよびコンプライアンスは、複数の 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者により評価されます。これには、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA、
その他が含まれます。AWS は特定のコンプライアンスプログラムの対象となる AWS のサービスのリス
トを「コンプライアンスプログラムによる AWS 対象範囲内のサービス」で提供し、頻繁に更新していま
す。

サードパーティーの監査レポートは、AWS Artifact を使用してダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact にレポートをダウンロードする」を参照してください。

AWS コンプライアンスプログラムの詳細については、「AWS コンプライアンスプログラム」を参照して
ください。

AWS CDKAWS を使用してサービスにアクセスする際のお客様のコンプライアンス責任は、お客様のデー
タの機密性や組織のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決定されます。AWS の
サービスの使用が HIPAA、PCI、または FedRAMP などの規格に準拠していることを前提としている場
合、AWS は以下を支援するリソースを提供します。

• 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 – アーキテクチャ上の考慮事項につい
て説明し、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン環境を AWS にデプロイする
ための手順を説明するデプロイガイド。

• HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのアーキテクチャ設計に関するホワイトペーパー – このホワ
イトペーパーでは、企業が AWS を使用して HIPAA に準拠しているアプリケーションを作成する方法に
ついて説明します。

• AWS コンプライアンスのリソース – お客様の業界や場所に適用される可能性があるワークブックとガイ
ドのコレクション。

• AWS Config – 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
評価するサービス。

• AWS Security Hub – セキュリティに関する業界標準およびベストプラクティスへの準拠を確認するのに
役立つ、AWS 内でのセキュリティ状態の包括的な表示です。

AWS Cloud Development Kit Kit Kit Kit Kit (AWS 
CDK) の耐障害性

Amazon Web Services (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
ティーゾーンを中心として構築されます。

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・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せずに、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。
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AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWS グローバルインフラストラク
チャ」を参照してください。

AWS CDK は、サポートしている特定の Amazon Web Services (AWS) のサービスを通じて、責任共有モ
デルに従います。AWS サービスのセキュリティ情報については、「AWS のサービスのセキュリティに関
するドキュメントページ」と、「AWS コンプライアンスプログラムごとのコンプライアンスの取り組みの
AWS 対象となるサービス」を参照してください。

AWS Cloud Development Kit Kit Kit Kit Kit (AWS 
CDK) のインフラストラクチャセキュリティ

AWS CDK は、サポートしている特定の Amazon Web Services (AWS) のサービスを通じて、責任共有モ
デルに従います。AWS サービスのセキュリティ情報については、「AWS のサービスのセキュリティに関
するドキュメントページ」と、「AWS コンプライアンスプログラムごとのコンプライアンスの取り組みの
AWS 対象となるサービス」を参照してください。
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AWS CDKよくある問題に対するトラ
ブルシューティング

このトピックでは、に関する次の問題のトラブルシューティング方法について説明しますAWS CDK。

• を更新するとAWS CDK、AWS CDKツールキット（CLI）AWSから構成ライブラリとの不一致が報告さ
れます (p. 354)

• AWS CDKNoSuchBucketスタックのデプロイ時にエラーが表示される (p. 355)
• AWS CDKスタックをデプロイすると、forbidden: nullメッセージが表示されます (p. 355)
• AWS CDKスタックを合成すると、メッセージが表示されます--app is required either in 
command-line, in cdk.json or in ~/.cdk.json (p. 355)

• AWS CDKスタックを合成するときに、AWS CloudFormationテンプレートに含まれるリソースが多すぎ
るため、エラーが表示されます (p. 356)

• Auto Scaling グループまたは VPC に 3 つ (またはそれ以上) のアベイラビリティーゾーンを指定しまし
たが、デプロイされたのは 2 つに限られます (p. 357)

• S3 バケット、DynamoDB テーブル、またはその他のリソースを発行しても削除されないcdk 
destroy (p. 357)

を更新するとAWS CDK、AWS CDKツールキット（CLI）AWSから構成ライブラリとの不一致が報告され
ます

AWS CDKツールキット (cdkコマンドを提供する) のバージョンは、少なくともメインのAWS Construct 
Library モジュールのバージョンと同じでなければなりませんaws-cdk-lib。ツールキットは下位互換で
あることを目的としています。ツールキットの最新バージョンの 2.x は、ライブラリの任意の 1.x または 
2.x リリースで使用できます。このため、このコンポーネントをグローバルにインストールし、最新の状
態に保つことをお勧めします。

npm update -g aws-cdk

ツールキットの複数のバージョンを使用する必要がある場合は、AWS CDK特定のバージョンのツール
キットをプロジェクトフォルダーにローカルにインストールします。

TypeScript またはを使用している場合 JavaScript、プロジェクトディレクトリにはすでに CDK Toolkit の
バージョン管理されたローカルコピーが含まれています。

別の言語を使用している場合は、npm-gフラグを省略して目的のバージョンを指定して、AWS CDKツー
ルキットをインストールしてください。例:

npm install aws-cdk@2.0

ローカルにインストールされたAWS CDK Toolkit を実行するには、onlynpx aws-cdk の代わりにコマン
ドを使用してくださいcdk。例:

npx aws-cdk deploy MyStack
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npx aws-cdkAWS CDKツールキットのローカルバージョンが存在する場合、それを実行します。プロ
ジェクトにローカルインストールがない場合は、グローバルバージョンにフォールバックします。が常に
この方法で呼び出されるように、シェルエイリアスを設定すると便利な場合があります。cdk

macOS/Linux

alias cdk="npx aws-cdk"

Windows

doskey cdk=npx aws-cdk $*

(リストに戻る (p. 354))

AWS CDKNoSuchBucketスタックのデプロイ時にエラーが表示される

AWSお使いの環境はブートストラップされていないため、デプロイ中にリソースを保持するための 
Amazon S3 バケットはありません。以下のコマンドを使用して、ステージングバケットとその他の必要な
リソースを作成できます。

cdk bootstrap aws://ACCOUNT-NUMBER/REGION

AWS予期しない料金が発生しないように、AWS CDKはどの環境も自動的にブートストラップしません。
デプロイする各環境を明示的にブートストラップする必要があります。

デフォルトでは、ブートストラップリソースは、AWS CDK現在のアプリケーションのスタックが使用す
る 1 つまたは複数のリージョンに作成されます。または、AWSローカルプロファイルで指定されたリー
ジョン（で設定aws configure）に、そのプロファイルのアカウントを使用して作成されます。コマン
ドラインで、次のように別のアカウントとリージョンを指定できます。（アプリのディレクトリにない場
合は、アカウントとリージョンを指定する必要があります）。

cdk bootstrap aws://ACCOUNT-NUMBER/REGION

詳細については、「the section called “ブートストラッピング” (p. 196)」を参照してください。

(リストに戻る (p. 354))

AWS CDKスタックをデプロイすると、forbidden: nullメッセージが表示されます

ブートストラップリソースを必要とするスタックをデプロイしているが、そのスタックに書き込む権限の
ない IAM ロールまたはアカウントを使用している。（ステージングバケットは、アセットを含むスタック
や、50KAWS CloudFormation を超えるテンプレートを合成するスタックをデプロイする場合に使用され
ます）。s3:*エラーメッセージに記載されているバケットに対してアクションを実行する権限を持つアカ
ウントまたはロールを使用してください。

(リストに戻る (p. 354))

AWS CDKスタックを合成すると、メッセージが表示されます--app is required either in 
command-line, in cdk.json or in ~/.cdk.json

このメッセージは通常、AWS CDKcdk synth発行時に自分がプロジェクトのメインディレクトリに
いないことを示します。cdk.jsoncdk initコマンドによって作成されるこのディレクトリのファイ
ルには、AWS CDKアプリの実行 (および合成) に必要なコマンドラインが含まれています。たとえば、 
TypeScript アプリの場合、cdk.jsonデフォルトは次のようになります。

{ 
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  "app": "npx ts-node bin/my-cdk-app.ts"
}

AWS CDKcdk.jsonツールキットがメインディレクトリを見つけてアプリを正常に実行できるよう
に、cdkコマンドはプロジェクトのメインディレクトリでのみ実行することをお勧めします。

何らかの理由でこれが現実的でない場合、AWS CDKツールキットはアプリのコマンドラインを次の 2 つ
の場所で探します。

• cdk.jsonををホームディレクトリに
• cdk synth-aコマンド自体でオプションを使用する

たとえば、 TypeScript 次のようにアプリのスタックを合成できます。

cdk synth --app "npx ts-node my-cdk-app.ts" MyStack

(リストに戻る (p. 354))

AWS CDKスタックを合成するときに、AWS CloudFormationテンプレートに含まれるリソースが多すぎる
ため、エラーが表示されます

AWS CDKAWS CloudFormationはテンプレートを生成してデプロイします。 AWS CloudFormationスタッ
クに含めることができるリソースの数には厳しい制限があります。を使用するとAWS CDK、予想よりも
早くこの制限に達することができます。

Note

この記事の執筆時点では、AWS CloudFormationリソースの制限は 500 です。AWS 
CloudFormation現在のリソース制限については、クォータを参照してください。

AWSConstruct Library の上位レベルのインテントベースのコンストラクトは、ロギング、キー管理、承認
などの目的に必要な補助リソースを自動的にプロビジョニングします。たとえば、あるリソースに別のリ
ソースへのアクセスを許可すると、関連するサービス間の通信に必要な IAM オブジェクトが生成されま
す。

私たちの経験では、インテントベースのコンストラクトを実際に使用すると、コンストラクトごとに 1 ～ 
5AWS CloudFormation リソースが必要になりますが、これは異なる場合があります。サーバーレスアプリ
ケーションでは、API エンドポイントあたり 5 ～ 8AWS リソースが一般的です。

パターンは抽象化レベルが高いので、AWSより少ないコードでさらに多くのリソースを定義できます。
たとえばthe section called “ECS” (p. 243)、AWS CDKのコードでは、3 つの構造しか定義していないの
に、50AWS CloudFormation を超えるリソースが生成されます。

AWS CloudFormationリソース制限を超えると、AWS CloudFormation合成中のエラーになります。AWS 
CDKスタックが制限の 80% を超えると、は警告を発します。maxResourcesスタックのプロパティを設
定して別の制限を使用することも、0maxResources に設定して検証を無効にすることもできます。

Tip

次のユーティリティスクリプトを使用して、合成出力のリソースの正確な数を取得できます。
(AWS CDKすべての開発者が Node.js を必要とするため、スクリプトは JavaScriptで記述されて
います。)

// rescount.js - count the resources defined in a stack
// invoke with: node rescount.js <path-to-stack-json>
// e.g. node rescount.js cdk.out/MyStack.template.json 
   
import * as fs from 'fs';
const path = process.argv[2]; 
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if (path) fs.readFile(path, 'utf8', function(err, contents) { 
  console.log(err ? `${err}` :  
  `${Object.keys(JSON.parse(contents).Resources).length} resources defined in 
 ${path}`);
}); else console.log("Please specify the path to the stack's output .json file");

スタックのリソース数が制限に近づいたら、いくつかの Lambda 関数を組み合わせたり、スタックを複数
のスタックに分割したりするなど、スタックに含まれるリソースの数を減らすために再設計することを検
討してください。CDK はスタック間の参照をサポートしているため (p. 124)、アプリの機能を最もわかり
やすい方法でさまざまなスタックに分けることができます。

Note

AWS CloudFormation専門家はしばしば、リソース制限の解決策としてネストスタックの使用を提
案します。は、AWS CDKNestedStack (p. 114)このアプローチをコンストラクトでサポートし
ます。

(リストに戻る (p. 354))

Auto Scaling グループまたは VPC に 3 つ (またはそれ以上) のアベイラビリティーゾーンを指定しました
が、デプロイされたのは 2 つに限られます

リクエストしたアベイラビリティーゾーンの数を取得するには、envスタックのプロパティでアカウント
とリージョンを指定します。両方を指定しない場合AWS CDK、はデフォルトでスタックを環境に依存し
ないものとして合成します。その後、を使用してスタックを特定のリージョンにデプロイできますAWS 
CloudFormation。一部のリージョンにはアベイラビリティーゾーンが 2 つしかないため、環境に依存しな
いテンプレートでは 2 つしか使用しません。

Note

これまで、リージョンは 1 つのアベイラビリティーゾーンだけで起動することがありまし
た。AWS CDK環境に依存しないスタックは、このようなリージョンにはデプロイできません。た
だし、この記事の執筆時点では、AWSすべてのリージョンに少なくとも 2 つの AZ があります。

スタックの availablilityZones(Python:availability_zones) プロパティをオーバーライドして、
使用するゾーンを明示的に指定することで、この動作を変更できます。

どのリージョンにもデプロイできる柔軟性を維持しながら、合成時にスタックのアカウントとリージョン
を指定する方法の詳細については、を参照してくださいthe section called “環境” (p. 114)。

(リストに戻る (p. 354))

S3 バケット、DynamoDB テーブル、またはその他のリソースを発行しても削除されないcdk destroy

デフォルトでは、ユーザーデータを格納できるリソースにはremovalPolicy (Python:removal_policy) 
プロパティがありRETAIN、スタックが破棄されてもリソースは削除されません。代わりに、リソースはス
タックから孤立します。スタックが破棄されたら、リソースを手動で削除する必要があります。そうする
まで、スタックの再デプロイは失敗します。これは、デプロイ中に作成される新しいリソースの名前が、
孤立したリソースの名前と競合するためです。

リソースの削除ポリシーをに設定した場合DESTROY、そのリソースはスタックが破棄されると削除されま
す。

TypeScript

import * as cdk from 'aws-cdk-lib';
import { Construct } from 'constructs';
import * as s3 from 'aws-cdk-lib/aws-s3'; 
   
export class CdkTestStack extends cdk.Stack { 
  constructor(scope: Construct, id: string, props?: cdk.StackProps) { 
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    super(scope, id, props); 
   
    const bucket = new s3.Bucket(this, 'Bucket', { 
      removalPolicy: cdk.RemovalPolicy.DESTROY, 
    }); 
  }
}

JavaScript

const cdk = require('aws-cdk-lib');
const s3 = require('aws-cdk-lib/aws-s3'); 
   
class CdkTestStack extends cdk.Stack { 
  constructor(scope, id, props) { 
    super(scope, id, props); 
   
    const bucket = new s3.Bucket(this, 'Bucket', { 
      removalPolicy: cdk.RemovalPolicy.DESTROY 
    }); 
  }
}

module.exports = { CdkTestStack }

Python

import aws_cdk as cdk
from constructs import Construct
import aws_cdk.aws_s3 as s3

class CdkTestStack(cdk.stack): 
    def __init__(self, scope: Construct, id: str, **kwargs): 
        super().__init__(scope, id, **kwargs) 
         
        bucket = s3.Bucket(self, "Bucket", 
            removal_policy=cdk.RemovalPolicy.DESTROY)

Java

software.amazon.awscdk.*;
import software.amazon.awscdk.services.s3.*;
import software.constructs;

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

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

        Bucket.Builder.create(this, "Bucket") 
                .removalPolicy(RemovalPolicy.DESTROY).build(); 
    }
}

C#

using Amazon.CDK;
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using Amazon.CDK.AWS.S3;

public CdkTestStack(Construct scope, string id, IStackProps props) : base(scope, id, 
 props)
{ 
    new Bucket(this, "Bucket", new BucketProps { 
        RemovalPolicy = RemovalPolicy.DESTROY 
    });
}

Note

AWS CloudFormation空でない Amazon S3 バケットを削除することはできません。Amazon 
S3 バケットの削除ポリシーをに設定しDESTROY、そのバケットにデータが含まれている場
合、バケットを削除できないため、スタックを破棄しようとすると失敗します。バケット
のautoDeleteObjects prop をに設定することで、AWS CDKtrue破棄を試みる前にバケット
内のオブジェクトを削除できます。

(リストに戻る (p. 354))
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現在のキー

AWS CDKおよび jsii の OpenPGP 
キー

このトピックには、および jsiiAWS CDK の現在および過去の OpenPGP キーが含まれています。

現在のキー
これらのキーは、AWS CDKおよび jsii の最新リリースを検証するために使用する必要があります。

AWS CDKPGP キーを開く

キー ID: 0x42b9cf2286 cd987A

Type: RSA

サイズ: 4096/4096

作成済み: 2022 年 7 月 5 日

有効期限: 2026-07-04

ユーザー ID: AWS Cloud Development Kit < aws-
cdk@amazon.com >

キーフィンガープリント: 69B5 2D5B A295 1D11 FA65 413B 42B9 CF22 
86CD 987A

次の OpenPGP キーをコピーするには、「コピー」アイコンを選択します。

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBGLEgOsBEADCoAMwvnszMLybJ+AD9cHhVyX6+rYIUEXYSgVnfkl6Z7qawIwv
wgd/a5fEs9Kiz2XJmfwS9Rxb4d+0+Y1ls1A+gnpw9FMLcZlqkC9KLnS2MqvuXWLB
t3z4kjZaL9fQ+58PoD4gy/M2hDg6gZrYqR3gtJuw8FcFpb/1KlkzRQUM8eAMFxf2
TyfjP0V0tSHwcB+84oushX7fUXVMyc3+OHsCPOe/WBFMIlWgKA+n33JKIQlUUC8f
kCWBAsAFupil0lCveT6mZu5slNRlc1I3iBLjUZ3/MtLygfqAMKwUVXeawtDvRIZe
PrAFc2NyODEhly2JG6K0FW7eIcvBqR3rg8U49t9Y74ELTM0kKnfd+flvq35xWqQC
0zghnk3kDppRTN4zWBgTKiCMxBcsHXGOoGn57t4B9VY9Zy3vkeySigeiwl/Tw9nJ
PE0SRnwEc/HnjTTfX+GTG1aQVE0xSVyZ4m5ymRNCu6+rNH8lKwo5FujlXJ+GXPkp
qT+Lx6Ix/Ny7PaoweWxwtZUkLRS4pWUsg0yotZrGyIbS+X3yMEG8WBTFI9hf6HTq
0ryfi5/TsBrdrGKqWB99EC9xYEGgtHp4fKO5X0ynOagVOhf0jSe8t1uyuJPGb2Gc
MQagSys5xMhdG/ZnEY4Cb+JDtH/4jc3tca0+4Z5RQ7kF9IhCncFtrbjJbwARAQAB
tC5BV1MgQ2xvdWQgRGV2ZWxvcG1lbnQgS2l0IDxhd3MtY2RrQGFtYXpvbi5jb20+
iQI/BBMBAgApBQJixIDrAhsvBQkHhM4ABwsJCAcDAgEGFQgCCQoLBBYCAwECHgEC
F4AACgkQQrnPIobNmHo2qg//Zt9p/kN1DevflzxWKouUX0AS7UmUtRYXu5k/EEbu
wkYNHpUr7+lZ+Me5YyjcIpt6UwuG9cW4SvwuxIfXucyKAWiwEbydCQauvnrYDxDa
J6Yr/ntk7Sii6An9re99qic3IsvX+xlUXh+qJ/34ooP/1PHziCMqykvW/DwAIyhx
2qvTXy+9+OlOWSUbhkCnNz5XKb4XQGq73DqalZX1nH4dG6fckZmYRX+dpw2njfTw
ZLdZ7bkrfiL84FI4A21RfSbEU4s4ngiV17lZ9ivilBKTbDv3da7+yc919M7C5N4J
yrlxvtyYNDoqKAD2WYZAnpEbG/shu3f56RyOJd56tXGwl9nKPh+F9y+379XthSwA
xZTURFtjWf7wWHaDZadU0DKi+Oeeszjg2f/VJaGmmS8PIg7q6GiSHHpqHqNvACHm
ZXMw12QFd3qt3xu0JMmE11ZC5VBgblwpkQTrO04Sq1rOpJwXI9ODMS/ZEhAIoYmT
OR7ouknlAx6mj9fwpavWDAAJHLdVUMYBZTXiQYFzDvx51ivvTRWkB1zTJcFdqShY
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jsii OpenPGP キー

B37+Jz2jLDNdMrcHk2yfVp/VvfbxKcexg8wEwrrtQUslTUenl5jBZJouoz/wW81s
Y4U1nCPCdTK5/C7JCKzR2gVnCpe6uaxAWkkM2feQhjqJZkTC4cFVgBT+4M6WcT1r
yq4=
=ahbs  
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

jsii OpenPGP キー
キー ID: 0x056c4e15dae3d8d9

Type: RSA

サイズ: 4096/4096

作成済み: 2022 年 7 月 5 日

有効期限: 2026-07-04

ユーザー ID: AWS JSI チーム < aws-jsii@amazon.com >

キーフィンガープリント: 1E07 31D4 57E5 FE87 87E5 530A 056C 4E15 
DAE3 D8D9

次の OpenPGP キーをコピーするには、「コピー」アイコンを選択します。

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBGLEgOkBEAD27EPVG9g2mHQ3+M6tF6le+tfhARJ2EV7m7NKIrTdSlCZATLWn
AVLlxG1unW34NlkKZbcbR86gAxRnnAhuEhPuloU/S5wAqPGbRiFl58YjYZDNJw6U
1SSMpE4O1sfjxv9yAbiRihLYtvksyHHZmaDhYner2aK1PdeWu+BKq/tjfm3Yzsd2
uuVEduJ72YoQk/29dEiGOHfT+2kUKxUX+0tJSJ9MGlEf4NtQE4WLzrT6Xqb2SG4+
alIiIVxIEi0XKDn7n8ZLjFwfJwOYxVYLtEUkqFWM8e8vgoc9/nYc+vDXZVED2g3Z
FWrwSnDSXbQpnMa2cLhD4xLpDHUS3i2p7r3dkJQGLo/5JGOopLibrOAbYZ72izhu
H/TuPFogSz0mNFPglrWdnLF04UIjIq420+06V4WQZC9n55Zjcbki/OhnC3B9pAdU
tiy8zg070bWq45dPGf5STkPPn7G8A2zmKefyO51iLIi26ZzW78siB+FvcGRhdg25
39sHJ1cmrTeC+B+k4KeV5sQ/m3UucimrZnk1xdaiVp8mWzRqWb8bB6Rs8K9RMrMV
tFBOKOBAT2QxOQtRGAantVgm193E1T1cmNpD0FKAKkDdPs64rKBEwFiHxccXHbah
eMd1weVwn3AKFD6uAm8ZRMV+dyssfcQxqpo/kfT1XpA6cQeOmGDOcKBfdwARAQAB
tCNBV1MgSlNJSSBUZWFtIDxhd3MtanNpaUBhbWF6b24uY29tPokCPwQTAQIAKQUC
YsSA6QIbLwUJB4TOAAcLCQgHAwIBBhUIAgkKCwQWAgMBAh4BAheAAAoJEAVsThXa
49jZjU4QANoyqOJUT4gRrXshE3N0mW5Ad4i8Ke09GA62HyvTtfbsA+2nkNVGJpXm
sFMzdaFO95Q65RkLS9vW4nhhjXBEc2XYNCt2AnARudA/41ykjDPwU112z9ZTB9he
y4ItIeNGpHvMWr51fihl0y2nkpODOBeiv44jscLbHyOmZfki1f5fuIu2U2IbUGK3
5FtYyeHcgRHnpYkzLuzK4PfayOywqQPJ7M9DWrHf+v5Cu4ZCZDOIKfzF+ew7MWwc
6KaoWHCYbFpX8jxFppbGsSFOQ8Sl2quoP0TLz9Wsq70Khi6C2P8JI6lm0HRLO+1M
jFbQxNOwAcN3k4HSwunAjXBlmT/6oc1RsdBdpXBaZ2AWseIXwSYZqNXp+5L179uZ
vSiD3DSSUqLJbdQRVOsJi3/87V5QU59byq2dToHveRjtSbVnK0TkTx9ZlgkcpjvM
BwHNqWhratV6af2Upjq2YQ0fdSB42f3pgopInxNJPMvlAb+cCfr0Pfwu7ge7UooQ
WHTxbpCvwtn/HNctMGpWscO02WsWgoYVjnVFay/XphE77pQ9rRUkhMe6VKXfxj/n
OCZJKrydluIIwR8vvONNqO+QwZ1xDEhO7MaSZlOm1AuUZIXFPgaWQkPZHKiiwFA/
QWnL/+shuRtMH2geTjkev198Jgb5HyXFm4SyYtZferQROyliEhik
=BuGv
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

ヒストリカルキー
これらのキーは、2022-07-05AWS CDK 以前のリリースと jsii のリリースを検証するために使用できま
す。
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AWS CDKPGP キーを開く (2022-04-07)

Important

新しいキーは、以前のキーが期限切れになる前に作成されます。その結果、いつでも複数のキー
が有効になる可能性があります。キーは作成された日からアーティファクトに署名するために使
用されるため、キーの有効性が重複する場合は、最近発行されたキーを使用してください。

AWS CDKPGP キーを開く (2022-04-07)
Note

2022-07-05 以降、AWS CDKこのキーはアーティファクトの署名には使用されませんでした。

キー ID: 0x015584281f44a3C3

Type: RSA

サイズ: 4096/4096

作成済み: 2022 年 4 月 7 日

有効期限: 2022 年 4 月 6 日

ユーザー ID: AWS Cloud Development Kit < aws-
cdk@amazon.com >

キーフィンガープリント: EAE1 1A24 82B0 AA86 456E 6C67 0155 8428 
1F44 A3C3

次の OpenPGP キーをコピーするには、「コピー」アイコンを選択します。

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBGJPLgUBEADtlR5jQtxtBmROQvmWlPOViqqnJNhk0dULc3tXnq8NS/l6X81r
wHk+/CHG5kBunwvM0qaqLFRC6z9NnnNDxEHcTi47n+OAjWyDM6unxxWOPz8Dfaps
Uq/ZWa4by292ZeqRC9Ir2wdrizb69JbRjeshBwlJDAS/qtqCAqBRH/f7Zw7QSD6/
XTxyIy+KOVjZwFPFNHMRQ/NmgUc/Rfxsa0pUjk1YAj/AkvQlwwD8DEnASoBhO0DP
QonZxouLqIpgp4LsGo8TZdQv30ocIj0C9DuYUiUXWlCPlYPgDj6IWf3rgpMQ6nB9
wC9lx4t/L3Zg1HUD52y8aymndmbdHVn90mzlNg4XWyc58rioYrEk57YwbDnea/Kk
Hv4kVHZRfJ4/OFPyqs5ex1X3X6rb07VvA1tfLgPywO9XF2Xws8YWOWcEobaWTcnb
AzyVC6wKya8rEQzxkYJ6UkJlhDB6g6bZwIpsI2zlimG+kSBsyFvE2oRYMS0cXPqU
o+tX0+4TvxEyW3RrUQzQHIpqXrb0X1Q8Z2idPn5dwsipDEa4gsFXtrSXmbB/0Cee
eJVvKWQAsxol3+NE9L/yozq3cz5PWh0SSbmCLRcs78lMJ23MmzbMWV7BWC9DXdY+
TywY5IkDUPjGCKlD8VlrI3TgC222bH6qaua6LYCiTtRtvpDYuJNAlUjhawARAQAB
tC5BV1MgQ2xvdWQgRGV2ZWxvcG1lbnQgS2l0IDxhd3MtY2RrQGFtYXpvbi5jb20+
iQI/BBMBAgApBQJiTy4FAhsvBQkHhM4ABwsJCAcDAgEGFQgCCQoLBBYCAwECHgEC
F4AACgkQAVWEKB9Eo8NpbxAAiBF0kR/lVw3vuam60mk4l0iGMVsP8Xq6g/buzbEO
2MEB4Ftk04qOnoa+93S0ZiLR9PqxrwsGSp4ADDX3Vtc4uxwzUlKUi1ywEhQ1cwyL
YHQI3Hd75K1J81ozMEu6qJH+yF0TtTDZMeZHtH/XvuIYJW3Lx4o5ZFlsEegFPAgX
YCCpUS+k9qC6M8g2VjcltQJpyjGswsKm6FWaKHW+B9dfjdOHlImB9E2jaknJ8eoY
zb9zHgFANluMzpZ6rYVSiCuXiEgYmazQWCvlPcMOP7nX+1hq1z11LMqeSnfE09gX
H+OYho9cMEJkb1dzx1H9MRpylFIn9tL+2iCp4UPJjnqi6uawWyLZ2tp4G11haqQq
1yAh69u233I8GZKFUySzjHwH5qWGRgBTjrZ6FdcjSS2w/wMkVKuCPkWtdvo/TJrm
msCd1Reye8SEKYqrs0ujTwmlvWmUZmO06AdUjo1kWiBKeslTJrWEuG7Yk4pFOoA4
dsaq83gxpOJNVCh6M3y4DLNrvl7dhF95NwTWMROPj2otw7NIjF4/cdzve2+P7YNN
pVAtyCtTJdD3eZbQPVaL3T8cf1VGqt6++pnLGnWJ0+X3TyvfmTohdJvN3TE+tq7A
7cprDX/q9c56HaXdJzVpxEzuf/YC+JuYKeHwsX3QouDhyRg3PsigdZES/02Wr8so
l6U=
=MQI4
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
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jsii OpenPGP キー (2022-04-07)
Note

このキーは、2022-07-05 以降は jsii アーティファクトの署名には使用されませんでした。

キー ID: 0x985f5bc974b79356

Type: RSA

サイズ: 4096/4096

作成済み: 2022 年 4 月 7 日

有効期限: 2022 年 4 月 6 日

ユーザー ID: AWS JSI チーム < aws-jsii@amazon.com >

キーフィンガープリント: 35A7 1785 8FA6 282D C5AC CD95 985F 5BC9 
74B7 9356

次の OpenPGP キーをコピーするには、「コピー」アイコンを選択します。

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBGJPLewBEADHH4TXup/gOlHrKDZRbj8MvsMTdM6eDteA6/c32UYV/YsK9rDA
jN8Jv/xlfosOebcHrfnFpHF9VTkmjuOpN695XdwMrW/NvlEPISTGEJf21x6ZTQ2r
1xWFYzC3sl3FZmvj9XAXTmygdv+XM3TqsFgZeCaBkZVdiLbQf+FhYrovUlgotb5D
YiCQI3ofV5QTE+141jhO5Pkd3ZIoBG+P826LaT8NXhwS0o1XqVk39DCZNoFshNmR
WFZpkVCTHyv5ZhVey1NWXnD8opO375htGNV4AeSmSIH9YkURD1g5F+2t7RiosKFo
kJrfPmUjhHn8IFpReGc8qmMMZX0WaV3t+VAWfOHGGyrXDfQ4xz1VCot75C2+qypM
+qhwOAOOP0zA7CfI96ULZzSH/j8HuQk3O0DsUCybpMuKEazEMxP3tgGtRerwDaFG
jQvAlK8Rbq3v8buBI6YJuXTwSzJE8KLjleUiTFumE6WP4rsAvlP/5rBvubeMfa3n
NIMm5Rkl36Z+jt3e2Z2ZqWDPpBRta8m7QHccrZhkvqu3YC3Gl6kdnm4Vio3Xfpg2
qtWhIQutQ6DmItewV+weQHas3hl88RPJtSrfWWIIMkpbF7Y4vbX9xcnsYCLlp2Mz
tWbbnU+EWATNSsufml/Kdnu9iEEuLmeovE11I69nwjNOq9P+GJ3r/FUb2wARAQAB
tCNBV1MgSlNJSSBUZWFtIDxhd3MtanNpaUBhbWF6b24uY29tPokCPwQTAQIAKQUC
Yk8t7AIbLwUJB4TOAAcLCQgHAwIBBhUIAgkKCwQWAgMBAh4BAheAAAoJEJhfW8l0
t5NWo64P/2y7gcMRylLLW/wbrCjton2O4+YRocwQxKm1cBml9FVDUR5967YczNuu
EwEOfH/Pu3UAlrBfKAfxPNhKchLwYiOBNh2Wk5UUxRcldNHTLb5jn5gxCeWNAsl/
Tc46qY+ObdBMdOf2Vu33UCOg83WLbg1bfBoA8Bm1cd0XObtLGucu606EBt1dBrKq
9UTcbJfuGivY2Xjy5r4kEiMHBoLKcFrSo2Mm7VtYlE4Mabjyj9+orqUio7qxOl60
aa7Psa6rMvs1Ip9IOrAdG7o5Y29tQpeINH0R1/u47BrlTEAgG63Dfy49w2h/1g0G
c9KPXVuN55OWRIu0hsiySDMk/2ERsF348TU3NURZltnCOxp6pHlbPJIxRVTNa9Cn
f8tbLB3y3HfA80516g+qwNYIYiqksDdV2bz+VbvmCWcO+FellDZli831gyMGa5JJ
rq7d0lEr6nqjcnKiVwItTQXyFYmKTAXweQtVC72g1sd3oZIyqa7T8pvhWpKXxoJV
WP+OPBhGg/JEVC9sguhuv53tzVwayrNwb54JxJsD2nemfhQm1Wyvb2bPTEaJ3mrv
mhPUvXZj/I9rgsEq3L/sm2Xjy09nra4o3oe3bhEL8nOj11wkIodi17VaGP0y+H3s
I5zB5UztS6dy+cH+J7DoRaxzVzq7qtH/ZY2quClt30wwqDHUX1ef
=+iYX
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

AWS CDKPGP キーを開く (2018-06-19)

キー ID: 0x0566a784e17f3870

Type: RSA

サイズ: 4096/4096
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作成済み: 2018-06-19

有効期限: 2022 年 6 月 18 日

ユーザー ID: AWS CDK チーム < aws-cdk@amazon.com >

キーフィンガープリント: E88B E3B6 F0B1 E350 9E36 4F96 0566 A784 
E17F 3870

次の OpenPGP キーをコピーするには、「コピー」アイコンを選択します。

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBFsovE8BEADEFVCHeAVPvoQgsjVu9FPUczxy9P+2zGIT/MLI3/vPLiULQwRy
IN2oxyBNDtcDToNa/fTkW3Ev0NTP4V1h+uBoKDZD/p+dTmSDRfByECMI0sGZ3UsG
Ohhyl2Of44s0sL8gdLtDnqSRLf+ZrfT3gpgUnplW7VitkwLxr78jDpW4QD8p8dZ9
WNm3JgB55jyPgaJKqA1Ln4Vduni/1XkrG42nxrrU71uUdZPvPZ2ELLJa6n0/raG8
jq3le+xQh45gAIs6PGaAgy7jAsfbwkGTBHjjujITAY1DwvQH5iS31OaCM9n4JNpc
xGZeJAVYTLilznf2QtS/a50t+ZOmpq67Ssp2j6qYpiumm0Lo9q3K/R4/yF0FZ8SL
1TuNX0ecXEptiMVUfTiqrLsANg18EPtLZZOYW+ZkbcVytkDpiqj7bMwA7mI7zGCJ
1gjaTbcEmOmVdQYS1G6ZptwbTtvrgA6AfnZxX1HUxLRQ7tT/wvRtABfbQKAh85Ff
a3U9W4oC3c1MP5IyhNV1Wo8Zm0flZiZc0iZnojTtSG6UbcxNNL4Q8e08FWjhungj
yxSsIBnQO1Aeo1N4BbzlI+n9iaXVDUN7Kz1QEyS4PNpjvUyrUiQ+a9C5sRA7WP+x
IEOaBBGpoAXB3oLsdTNO6AcwcDd9+r2NlXlhWC4/uH2YHQUIegPqHmPWxwARAQAB
tCFBV1MgQ0RLIFRlYW0gPGF3cy1jZGtAYW1hem9uLmNvbT6JAj8EEwEIACkFAlso
vE8CGy8FCQeEzgAHCwkIBwMCAQYVCAIJCgsEFgIDAQIeAQIXgAAKCRAFZqeE4X84
cLGxD/0XHnhoR2xvz38GM8HQlwlZy9W1wVhQKmNDQUavw8Zx7+iRR3m7nq3xM7Qq
BDbcbKSg1lVLSBQ6H2V6vRpysOhkPSH1nN2dO8DtvSKIPcxK48+1x7lmO+ksSs/+
oo1UvOmTDaRzOitYh3kOGXHHXk/l11GtF2FGQzYssX5iM4PHcjBsK1unThs56IMh
OJeZezEYzBaskTu/ytRJ236bPP2kZIEXfzAvhmTytuXWUXEftxOxc6fIAcYiKTha
aofG7WyR+Fvb1j5gNLcbY552QMxa23NZd5cSZH7468WEW1SGJ3AdLA7k5xvsPPOC
2YvQFD+vUOZ1JJuu6B5rHkiEMhRTLklkvqXEShTxuXiCp7iTOo6TBCmrWAT4eQr7
htLmqlXrgKi8qPkWmRdXXG+MQBzI/UyZq2q8KC6cx2md1PhANmeefhiM7FZZfeNM
WLonWfh8gVCsNH5h8WJ9fxsQCADd3Xxx3NelS2zDYBPRoaqZEEBbgUP6LnWFprA2
EkSlc/RoDqZCpBGgcoy1FFWvV/ZLgNU6OTQlYH6oYOWiylSJnaTDyurrktsxJI6d
4gdsFb6tqwTGecuUPvvZaEuvhWExLxAebhu780FdAPXgVTX+YCLI2zf+dWQvkFQf
80RE7ayn7BsiaLzFBVux/zz/WgvudsZX18r8tDiVQBL51ORmqw==
=0wuQ
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

jsii OpenPGP キー (2018-08-06)

キー ID: 0x1c7ace4cb2a1b93A

Type: RSA

サイズ: 4096/4096

作成済み: 2018-06

有効期限: 2022 年 8 月 5 日

ユーザー ID: AWS JSI チーム < aws-jsii@amazon.com >

キーフィンガープリント: 85EF 6522 4CE2 1E8C 72DB 28EC 17C CE4C 
B2A1 B93A

次の OpenPGP キーをコピーするには、「コピー」アイコンを選択します。
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-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBFtoSs0BEAD6WweLD0B26h0F7Jo9iR6tVQ4PgQBK1Va5H/eP+A2Iqw79UyxZ
WNzHYhzQ5MjYYI1SgcPavXy5/LV1N8HJ7QzyKszybnLYpNTLPYArWE8ZM9ZmjvIR
p1GzwnVBGQfoOlxyeutE9T5ZkAn45dTS5jlno4unji4gHjnwXKf2nP1APU2CZfdK
8vDpLOgj9LeeGlerYNbx+7xtY/I+csFIQvK09FPLSNMJQLlkBhY0r6Rt9ZQG+653
tJn+AUjyM237w0UIX1IqyYc5IONXu8HklPGu0NYuX9AY/63Ak2Cyfj0w/PZlvueQ
noQNM3j0nkOEsTOEXCyaLQw9iBKpxvLnm5RjMSODDCkj8c9uu0LHr7J4EOtgt2S1
pem7Y/c/N+/Z+Ksg9fP8fVTfYwRPvdI1x2sCiRDfLoQSG9tdrN5VwPFi4sGV04sI
x7Al8Vf/OBjAGZrDaJgM/gVvb9SKAQUA6t3ofeP14gDrS0eYodEXZ+lamnxFglxF
Sn8NRC4JFNmkXSUaTNGUdFf//F0D69PRNT8CnFfmniGj0CphN5037PCA2LC/Buq2
3+K6mTPkCcCHYPC/SwItp/xIDAQsGuDc1i1SfDYXrjsK7uOuwC5jLA9X6wZ/jgXQ
4umRRJBAV1aW8b1+yfaYYCO2AfXXO6caObv8IvH7Pc4leC2DoqylD3KklQARAQAB
tCNBV1MgSlNJSSBUZWFtIDxhd3MtanNpaUBhbWF6b24uY29tPokCPwQTAQgAKQUC
W2hKzQIbLwUJB4TOAAcLCQgHAwIBBhUIAgkKCwQWAgMBAh4BAheAAAoJEBx6zkyy
obk6B34P/iNb5QjKyhT0glZiq1wK7tuDDRpR6fC/sp6Jd/GhaNjO4BzlDbUPSjW5
950VT+qwaHXbIma/QVP7EIRztfwWy7m8eOodjpiu7JyJprhwG9nocXiNsLADcMoH
BvabkDRWXWIWSurq2wbcFMlTVwxjHPIQs6kt2oojpzP985CDS/KTzyjow6/gfMim
DLdhSSbDUM34STEgew79L2sQzL7cvM/N59k+AGyEMHZDXHkEw/Bge5Ovz50YOnsp
lisH4BzPRIw7uWqPlkVPzJKwMuo2WvMjDfgbYLbyjfvs5mqDxT2GTwAx/rd2taU6
iSqP0QmLM54BtTVVdoVXZSmJyTmXAAGlITq8ECZ/coUW9K2pUSgVuWyu63lktFP6
MyCQYRmXPh9aSd4+ielteXM9Y39snlyLgEJBhMxioZXVO2oszwluPuhPoAp4ekwj
/umVsBf6As6PoAchg7Qzr+lRZGmV9YTJOgDn2Z7jf/7tOes0g/mdiXTQMSGtp/Fp
ggnifTBx3iXkrQhqHlwtam8XTHGHy3MvX17ZslNuB8Pjh+07hhCxv0VUVZPUHJqJ
ZsLa398LMteQ8UMxwJ3t06jwDWAd7mbr2tatIilLHtWWBFoCwBh1XLe/03ENCpDp
njZ7OsBsBK2nVVcN0H2v5ey0T1yE93o6r7xOwCwBiVp5skTCRUob
=2Tag
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
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AWS CDK開発者ガイド履歴
AWS CDKリリースに関する情報は、リリースを参照してください。AWS CDKは約 1 週間に 1 回更新され
ます。重大な問題に対処するために、毎週のリリースの合間にメンテナンスバージョンがリリースされる
場合があります。各リリースには、AWS CDK対応するツールキット (CDK CLI)、AWS構成ライブラリ、
および API リファレンスが含まれています。このガイドの更新は、通常、AWS CDKリリースと同期しま
せん。

Note

以下の表は、文書化における重要なマイルストーンを示しています。エラーを修正し、コンテン
ツを継続的に改善します。

変更 説明 日付

文書cdk.json (p. 366) cdk.json構成値のドキュメント
を追加します。

2022 年 4 月 20 日

依存関係管理 (p. 366) AWS CDK依存関係の管理に関す
るトピックをに追加してくださ
い。

2022 年 4 月 7 日

Java の例から二重中括弧を削
除 (p. 366)

Map.of全体を通してこのアンチ
パターンを Java 9 に置き換えて
ください。

2022 年 3 月 9 日

AWS CDKv2 リリース (p. 366) AWS CDK開発者ガイドのバー
ジョン 2 がリリースされまし
た。CDK v1 のドキュメント履
歴。

2021 年 12 月 4 日
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