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CodeArtifact の仕組み 

AWS CodeArtifact の概要
AWS CodeArtifact は、安全でスケーラブルなマネージドのアーティファクトリポジトリサービスであり、
組織がアプリケーション開発用のソフトウェアパッケージを保存および共有できるようにします。 NuGet 
CLI、Maven、Gradle、npm、yarn、pip、twine などの一般的なビルドツールやパッケージマネージャで
使用できます CodeArtifact 。 CodeArtifact アーティファクトストレージシステムを管理する必要がなくな
り、インフラストラクチャのスケーリングに関する不安要素は排除され、お客様が独自のアーティファク
トストレージシステムを管理する必要がなくなります。 CodeArtifact リポジトリに保存できるパッケージ
の数や合計サイズに制限はありません。

CodeArtifact プライベートリポジトリと、npmjs.com や Maven Central などの外部のパブリックリポジト
リ間に接続を作成できます。 CodeArtifact その後、パッケージマネージャーからリクエストがあったと
きに、パブリックリポジトリからオンデマンドでパッケージを取得して保存します。これにより、アプリ
ケーションで使用されるオープンソースの依存関係を使用できるようになり、ビルドと開発にいつでも利
用できる状態になります。 CodeArtifact プライベートパッケージをリポジトリに公開することもできま
す。これにより、組織内の複数のアプリケーションや開発チーム間で独自のソフトウェアコンポーネント
を共有できます。

詳細については、を参照してくださいAWS CodeArtifact。

CodeArtifact の仕組み
CodeArtifact ソフトウェアパッケージをリポジトリに格納します。リポジトリはポリグロットです。
単一のリポジトリには、サポートされている任意のタイプのパッケージを含めることができます。 
CodeArtifact すべてのリポジトリは、 CodeArtifact 単一のドメインのメンバーです。1 つまたは複数のリ
ポジトリを持つ組織では、1 つのプロダクションドメインを使用することをお勧めします。例えば、各リ
ポジトリを別の開発チーム用に使用することがあります。リポジトリ内のパッケージは、複数開発チーム
間で検出して共有できます。

リポジトリにパッケージを追加するには、npm や Maven などのパッケージマネージャがリポジトリエ
ンドポイント (URL) を使用するように設定します。その後、パッケージマネージャを使用して、パッ
ケージをリポジトリに公開できます。また、npmjs、 NuGet Gallery、Maven Central、PyPI などのパブ
リックリポジトリへの外部接続を設定することで、オープンソースパッケージをリポジトリにインポート
することもできます。詳細については、「 CodeArtifact リポジトリをパブリックリポジトリConnect す
る (p. 36)」を参照してください。

あるリポジトリ内のパッケージを、同じドメイン内の別のリポジトリで使用できるようにすることができ
ます。これを行うには、一方のリポジトリをもう一方のリポジトリのアップストリームとして設定しま
す。アップストリームリポジトリで使用可能なすべてのパッケージバージョンは、ダウンストリームリポ
ジトリでも使用できます。さらに、パブリックリポジトリへの外部接続を介してアップストリームリポジ
トリで使用できるすべてのパッケージは、ダウンストリームリポジトリでも使用できます。詳細について
は、「でアップストリームリポジトリを操作する CodeArtifact (p. 33)」を参照してください。

AWS CodeArtifact の概念
を使用するときに知っておくべき概念と用語をいくつか紹介します CodeArtifact。

トピック
• アセット (p. 2)
• ドメイン (p. 2)
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アセット

• リポジトリ (p. 2)
• パッケージ (p. 2)
• パッケージ名前空間 (p. 2)
• パッケージバージョン (p. 3)
• パッケージバージョンリビジョン (p. 3)
• アップストリームリポジトリ (p. 3)

アセット
アセットは、npm ファイルやMaven POM、JAR.tgz ファイルなど、パッケージのバージョンに関連付け
られた個別のファイルのことです。 CodeArtifact

ドメイン
リポジトリは、ドメインと呼ばれる上位レベルのエンティティに集約されます。すべてのパッケージア
セットとメタデータはドメインに格納されますが、リポジトリを通じて消費されます。Maven JARファイ
ルなどの特定のパッケージアセットは、存在するリポジトリの数に関係なく、ドメインごとに 1 回保存さ
れます。ドメイン内のすべてのアセットとメタデータは、AWS Key Management Service(AWS KMS)に格
納されているAWS KMS key(KMS key) と同じ方法で暗号化されます。

各リポジトリは単一のドメインのメンバーであり、別のドメインに移動することはできません。

ドメインを使用すると、組織ポリシーを複数のリポジトリに適用できます。この方法では、どのアカウン
トがドメイン内のリポジトリにアクセスできるか、どのパブリックリポジトリをパッケージのソースとし
て使用できるかを決定します。

組織は複数のドメインを持つことができますが、公開されたアーティファクトをすべて含むひとつの本稼
働ドメインを使用することをお勧めします。そうすれば、チームは組織全体でパッケージを見つけて共有
できます。

リポジトリ
CodeArtifact リポジトリにはパッケージバージョンのセットが含まれており (p. 3)、それぞれがアセッ
トのセットに対応しています (p. 2)。リポジトリはポリグロットです。単一のリポジトリには、サ
ポートされている任意のタイプのパッケージを含めることができます。各リポジトリは、nuget CLI、npm 
CLI、Maven CLI (mvn)、pip などのツールを使用してパッケージを取得および公開するためのエンドポイ
ントを公開します。ドメインごとに最大 1,000 個のリポジトリを作成できます。

パッケージ
[パッケージ] とは、依存関係の解決とソフトウェアのインストールに必要なソフトウェアとメタデータ
のバンドルです。では CodeArtifact、パッケージはパッケージ名、@types in などのオプションの名前空
間 (p. 2)@types/node、パッケージのバージョンセット、およびnpmタグなどのパッケージレベルの
メタデータで構成されます。

AWS CodeArtifact npm (p. 96)、PyPI (p. 108)、Maven NuGet (p. 139) (p. 115)、および一般的な
パッケージ形式をサポートしています (p. 149)。

パッケージ名前空間
パッケージ形式によっては、パッケージを論理グループに整理し、階層的なパッケージ名をサ
ポートし名前の衝突を回避します。たとえば、npm はスコープをサポートします。詳細について
は、npm scopes ドキュメントを参照してください。npm パッケージ@types/nodeはスコープ
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が@types、名前がnodeです。他にも多くのパッケージ名が@typesスコープにあります。では 
CodeArtifact、スコープ (「タイプ」) はパッケージ名前空間と呼ばれ、名前 (「ノード」) はパッケー
ジ名と呼ばれます。Maven パッケージの場合、パッケージ名前空間はMaven GroupIDに対応しま
す。Mavenパッケージorg.apache.logging.log4j:log4j は、groupID (パッケージの名前空間)
がorg.apache.logging.log4j、artifactID (パッケージ名) がlog4jです。ジェネリックパッケージの
場合、名前空間が必要です。PyPI などの一部のパッケージ形式では、npmスコープやMaven GroupIDのよ
うな概念を持つ階層名をサポートしていません。パッケージ名をグループ化する方法がないと、名前の衝
突を回避するのが難しくなります。

パッケージバージョン
パッケージバージョンは、@types/node 12.6.9のようにパッケージの特定のバージョンを識別しま
す。バージョン番号の形式とセマンティクスは、パッケージ形式によって異なります。例えば、npm
パッケージのバージョンはセマンティックバージョニングの仕様 に準拠する必要があります。では 
CodeArtifact、パッケージバージョンは、バージョン識別子、パッケージバージョンレベルのメタデータ、
およびアセットセットで構成されます。

パッケージバージョンリビジョン
パッケージバージョンリビジョンは、パッケージバージョンの特定のアセットとメタデータのセットを識
別する文字列です。パッケージバージョンが更新されるたびに、新しいパッケージバージョンリビジョン
が作成されます。例えば、あるバージョンの Pythonパッケージのソース配布用アーカイブ(sdist)を公開
し、後で同じバージョンにコンパイルされたコードを含むPythonホイールを追加することができます。ホ
イールを公開すると、新しいパッケージバージョンリビジョンが作成されます。

アップストリームリポジトリ
あるリポジトリは、その中のパッケージのバージョンがダウンストリームリポジトリのリポジトリエンド
ポイントからアクセスできる時、別のリポジトリのアップストリームとなります。このアプローチは、ク
ライアントの観点から見て 2 つのリポジトリの内容を効果的にマージします。を使用して CodeArtifact、2 
つのリポジトリ間にアップストリームリレーションシップを作成できます。

の開始方法 CodeArtifact
次の手順を実行することをお勧めします。

1. 詳細については CodeArtifact 、以下をお読みくださいAWS CodeArtifact の概念 (p. 1)。
2. の手順に従ってAWS アカウントAWS CLI、、、および IAM ユーザーを設定しますでのセットアップ

AWSCodeArtifact (p. 4)。
3. CodeArtifact の指示に従って使用してくださいの開始方法 CodeArtifact (p. 7)。
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でのセットアップAWSCodeArtifact
Amazon Web Services (AWS) に既にサインアップしている場合は、AWSCodeArtifactすぐに使い始められ
ます。CodeArtifactコンソールを開いて [ドメインとリポジトリの作成] を選択し、起動ウィザードの手順に
従って最初のドメインとリポジトリを作成できます。

AWSにまだサインアップしていない場合、または最初のドメインとリポジトリの作成についてサポートが
必要な場合は、次のタスクを完了し、を使用するための設定を行ってくださいCodeArtifact。

トピック
• AWS にサインアップする (p. 4)
• AWS CLI をインストールまたはアップグレードしてから設定するには (p. 4)
• IAM ユーザーのプロビジョニング (p. 5)
• パッケージマネージャーまたはビルドツールをインストールする (p. 6)

AWS にサインアップする
Amazon Web Services (AWS) にサインアップすると、使用したサービスにのみ料金が発生しま
す。CodeArtifact では、お客様が利用された分のみのお支払いとなります。

既にをお持ちの場合はAWS アカウント、次のタスクに進んでくださいAWS CLI をインストールまたは
アップグレードしてから設定するには (p. 4)。AWS アカウント をお持ちでない場合は、次に説明する
手順にしたがってアカウントを作成してください。

AWS アカウント を作成するには

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

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

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

AWS CLI をインストールまたはアップグレードし
てから設定するには

ローカル開発マシンでAWS Command Line Interface (AWS CLI)CodeArtifact からコマンドを呼び出すに
は、をインストールする必要がありますAWS CLI。

古いバージョンの AWS CLI がインストールしている場合は、CodeArtifact コマンドを使用できるように
アップグレードする必要があります。CodeArtifactコマンドは、次のAWS CLIバージョンで使用できます。
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1. AWS CLI 1: 1.18.77 以降
2. AWS CLI 2: 2.0.21 以降

バージョンを確認するには、aws --version コマンドを使用します。

AWS CLI をインストールして設定するには

1. AWS Command Line Interface のインストール の手順に従って、AWS CLI をインストールまたはアッ
プグレードします。

2. 以下のように、configure コマンドを使用して AWS CLI を設定します。

aws configure

プロンプトが表示されたら、使用する IAM ユーザーのAWSアクセスキーとAWSシークレットアクセ
スキーを指定しますCodeArtifact。AWS リージョンデフォルト名の入力を求められたら、パイプライ
ンを作成するリージョンを次のように指定しますus-east-2。デフォルトの出力形式の入力を求めら
れたら、json を指定します。

Important

AWS CLI を設定するときに AWS リージョン を指定するよう求められます。の「リージョン
とエンドポイント」にリストされているサポートされているリージョンのいずれかを選択し
ますAWS 全般のリファレンス。

詳細については、「IAM ユーザーのアクセスキーの設定」AWS Command Line Interface と「アクセ
スキーの管理」を参照してください。

3. インストールまたはアップグレードを確認するには、AWS CLI から次のコマンドを呼び出します。

aws codeartifact help

成功すると、このコマンドは、使用できる CodeArtifact コマンドのリストを表示します。

IAM ユーザーを作成して、そのユーザーにへのアクセス権を付与できますCodeArtifact。詳細については、
「IAM ユーザーのプロビジョニング (p. 5)」を参照してください。

IAM ユーザーのプロビジョニング
以下の手順に従って、IAM ユーザーを使用するための準備を行いますCodeArtifact。

IAM ユーザーをプロビジョニングするには

1. IAM ユーザーを作成するか、自分に関連付けられた既存のユーザーを使用しますAWS アカウント。詳
細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ユーザーの作成」と「AWSIAM ポリシーの概要」を参照
してください。

2. IAM ユーザーに CodeArtifact に対するアクセス許可を付与します。

• オプション 1:カスタム IAM ポリシーを作成します。カスタム IAM ポリシーでは、最低限必要なア
クセス許可を提供し、認証トークンの持続時間を変更できます。詳細とポリシー例については、
「アイデンティティベースのポリシーの使用は、アイデンティティベースのポリシーのポリシー
AWSCodeArtifact (p. 177)」を参照してください。

• オプション 2: AWSCodeArtifactAdminAccess AWS 管理ポリシーを使用する。次のスニペット
は、このポリシーの内容を示しています。
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ビルドツールをインストールする

Important

このポリシーにより、CodeArtifact API へのフルアクセスが付与されます。常に必要最小限
のアクセス許可を使用してタスクを達成してください。詳細については、「IAM ユーザー
ガイド」の「IAM ベストプラクティス」を参照してください。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
      { 
         "Action": [ 
            "codeartifact:*" 
         ], 
         "Effect": "Allow", 
         "Resource": "*" 
      }, 
      { 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": "sts:GetServiceBearerToken", 
         "Resource": "*", 
            "Condition": { 
               "StringEquals": { 
                  "sts:AWSServiceName": "codeartifact.amazonaws.com" 
               } 
            } 
      } 
    ]
}

CodeArtifactGetAuthorizationTokenAPIsts:GetServiceBearerToken を呼び出すには権限が必要
です。この API は、npmpipやなどのパッケージマネージャーを使用するときに使用する必要があるトー
クンを返しますCodeArtifact。CodeArtifactリポジトリでパッケージマネージャーを使用するには、IAM 
ユーザーまたはロールが、sts:GetServiceBearerToken前述のポリシー例に示すように許可する必要
があります。

で使用する予定のパッケージマネージャーまたはビルドツールをインストールしていない場合は
CodeArtifact、を参照してくださいパッケージマネージャーまたはビルドツールをインストールす
る (p. 6)。

パッケージマネージャーまたはビルドツールをイン
ストールする

まだ、そうしていない場合は、使用する予定のパッケージマネージャーまたはビルドツールをインストー
ルしてくださいCodeArtifact。

• npm の場合は、npm CLI または pnpm を使用します。
• Mavenの場合は、Maven (mvn) か Gradle を使用します。
• Python では、pipを使用してパッケージをインストールし、twineCodeArtifactパッケージをにアップ

ロードします。
• にはNuGet、Visual Studionuget のまたはまたはのdotnet  CLI を使用してください。AWS Toolkit for 

Visual Studio Code
• 汎用パッケージの場合は (p. 149)、AWS CLIまたは SDK を使用してパッケージコンテンツを公開およ

びダウンロードします。
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の開始方法 CodeArtifact
この入門チュートリアルでは、を使用するを使用するを使用するを使用するを使用するを使用するを使用
する CodeArtifact 以下の項目を作成します。

• my-domain というドメイン。
• my-domain に含まれる my-repo というリポジトリ。
• my-domain に含まれる npm-store というリポジトリ。npm-store には npm パブリックリポジトリ

への外部接続があります。この接続は、npm パッケージを my-repo リポジトリに取り込むために使用
されます。

このチュートリアルを開始する前に、「」をご一読ください。 CodeArtifact AWS CodeArtifact の概
念 (p. 1)。

Note

このチュートリアルでは、AWS アカウントに課金される可能性のあるリソースを作成する必要が
あります。詳細については、次を参照してください。CodeArtifact 価格。

トピック
• 前提条件 (p. 7)
• コンソールを使用した開始方法 (p. 7)
• AWS CLI を使用した開始方法 (p. 9)

前提条件
AWS Management Console または AWS Command Line Interface(AWS CLI) を使って、このチュートリア
ルを完了できます。チュートリアルに従うには、まず次の前提条件を完了する必要があります。

• 「でのセットアップAWSCodeArtifact (p. 4)」の各ステップを完了します。
• npm CLI をインストールします。詳細については、npm ドキュメントの [Node.js と npm のダウンロー

ドとインストール] を参照してください。

コンソールを使用した開始方法
の使用を開始するには、以下のステップを実行してください。 CodeArtifact を使用するを使用するを使用
するを使用するAWS Management Console。このガイドでは、npm パッケージマネージャーを使用しま
す。別のパッケージマネージャーを使用している場合は、次の手順の一部を変更する必要があります。

1. にサインインします。AWS Management Consoleを開くを開くを開くを開くにはAWS CodeArtifact 
のコンソールでhttps://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/start。詳細については、「で
のセットアップAWSCodeArtifact (p. 4)」を参照してください。

2. [リポジトリの作成]を選択します。
3. [リポジトリ名] に「my-repo」と入力します。
4. (オプション) [Repository Description] (リポジトリの説明)で、リポジトリの説明を入力します。
5. [パブリックアップストリームリポジトリ] で [npm ストア] を選択し、my-repo リポジトリの上流に

ある [npmjs] に接続されたリポジトリを作成します。

CodeArtifact 名前を割り当てますnpm-storeあなたのためにこのリポジトリに。アップストリームリ
ポジトリで利用可能なすべてのパッケージ npm-store は、その下流のリポジトリ my-repo でも使
用可能です。
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6. [Next] （次へ）を選択します。
7. [AWS アカウント] で、[この AWS アカウント] を選択します。
8. [ドメイン名] で my-domain と入力します。
9. [Additional configuration (追加設定)] を展開します。
10. ドメイン内のすべてのアセットを暗号化するためには、AWS KMS key (KMS キー) を使用する必要が

あります｡ AWS マネージドキーまたは、管理する KMS キーを使用できます。

• デフォルトAWS マネージドキーを使用するには、[AWS マネージドキー] を選択してください。
• 管理している KMS キーを使用する場合、[カスタマーマネージドキー] を選択してください。[カス

タマーマネージドキー ARN] で管理している KMS キーを使用するには、KMS キーを検索して選択
します。

詳細については、[AWS Key Management Service デベロッパーガイド] の AWS マネージドキー およ
び [カスタマーマネージドキー] を参照してください。

11. [Next] (次へ) を選択します。
12. In (イン)確認と作成、何を見直して CodeArtifact あなたのために作っているのです。

• [パッケージフロー] は、my-domain、my-repo および npm-store の関連性を示します。
• ステップ 1: リポジトリの作成.my-repoそしてnpm-store。
• ステップ 2: ドメインを選択.my-domain。

準備が完了したら、[リポジトリの作成] を選択します。
13. [my-repo] ページで [接続手順の表示] を選択してから、[npm] を選択します。
14. を使用するAWS CLI[()] でlogin以下に表示されているコマンドこれを使ってnpmクライアントを設定

してくださいAWS CLI CodeArtifactコマンド。

aws codeartifact login --tool npm --repository my-repo --domain my-domain --domain-
owner 111122223333

ログインが成功したことを確認する出力が表示されます。

Successfully configured npm to use AWS CodeArtifact repository https://my-
domain-111122223333.d.codeartifact.us-east-2.amazonaws.com/npm/my-repo/
Login expires in 12 hours at 2020-10-08 02:45:33-04:00

エラーが発生する場合場合場合場合場合場合Could not connect to the endpoint URL、「」
をご一読ください。AWS CLI設定されていて、デフォルトリージョン名リポジトリを作成したのと同
じリージョンに設定されています。AWS コマンドラインインターフェイスの設定。

詳細については、「CodeArtifact で npm を設定して使用する (p. 96)」を参照してください。
15. npm CLI を使用して npm パッケージをインストールします。例えば、一般的な npm パッケージ

lodash をインストールするには、以下のコマンドを使用します。

npm install lodash

16. に戻りますに戻りますします。 CodeArtifact console. [my-repo] リポジトリが開いている場合は、ペー
ジを更新します。それ以外の場合は、ナビゲーションペインで [リポジトリ] 選択してから、[my-repo]
を選択します。

[パッケージ]で、インストールした npm ライブラリまたはパッケージが表示されます。パッケージの
名前を選択して、そのバージョンとステータスを表示できます。最新バージョンを選択して、依存関
係、アセットなどのパッケージの詳細を表示できます。
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Note

パッケージをインストールしてからリポジトリに取り込むまでの間に遅延が生じる場合があ
ります。

17. 更なるAWS の課金を回避するには、このチュートリアルで使用したリソースを削除します。

Note

リポジトリを含むドメインは削除できないため、my-domain を削除する前に my-repo およ
びnpm-store を削除する必要があります。

a. ナビゲーションペインで、[リポジトリ] を選択します。
b. [npm ストア] を選択して [削除] を選択し、ステップに従ってリポジトリを削除します。
c. [my-repo] を選択して [削除] を選択し、ステップに従ってリポジトリを削除します。
d. ナビゲーションペインで、[ドメイン] を選択します。
e. [my-dain] を選択して [削除] を選択し、ステップに従ってドメインを削除します。

AWS CLI を使用した開始方法
の使用を開始するには、以下のステップを実行してください。 CodeArtifact を使用するを使用するを使用
するを使用するAWS Command Line Interface(AWS CLI). 詳細については、「AWS CLI をインストールま
たはアップグレードしてから設定するには (p. 4)」を参照してください。このガイドでは、npm パッケー
ジマネージャーを使用します。別のパッケージマネージャーを使用している場合は、次のステップの一部
を変更する必要があります。

1. AWS CLI を使用して create-domain コマンドを実行します。

aws codeartifact create-domain --domain my-domain

JSON 形式のデータが、新しいドメインの詳細とともに出力に表示されます。

{ 
    "domain": { 
        "name": "my-domain", 
        "owner": "111122223333", 
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:domain/my-domain", 
        "status": "Active", 
        "createdTime": "2020-10-07T15:36:35.194000-04:00", 
        "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/your-kms-key", 
        "repositoryCount": 0, 
        "assetSizeBytes": 0 
    }
}

エラーが発生する場合場合場合場合場合場合Could not connect to the endpoint URL、「」
をご一読ください。AWS CLI設定されていて、デフォルトリージョン名リポジトリを作成したのと同
じリージョンに設定されています。AWS コマンドラインインターフェイスの設定。

2. create-repositoryコマンドを使用して、ドメインにリポジトリを作成します。

aws codeartifact create-repository --domain my-domain --domain-owner 111122223333 --
repository my-repo

JSON 形式のデータが、新しいリポジトリの詳細とともに出力に表示されます。
9
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{ 
    "repository": { 
        "name": "my-repo", 
        "administratorAccount": "111122223333", 
        "domainName": "my-domain", 
        "domainOwner": "111122223333", 
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/my-domain/my-
repo", 
        "upstreams": [], 
        "externalConnections": [] 
    }
}

3. create-repository コマンドを使用して、my-repo リポジトリのアップストリームリポジトリを作成し
ます。

aws codeartifact create-repository --domain my-domain --domain-owner 111122223333 --
repository npm-store

JSON 形式のデータが、新しいリポジトリの詳細とともに出力に表示されます。

{ 
    "repository": { 
        "name": "npm-store", 
        "administratorAccount": "111122223333", 
        "domainName": "my-domain", 
        "domainOwner": "111122223333", 
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/my-domain/npm-
store", 
        "upstreams": [], 
        "externalConnections": [] 
    }
}

4. associate-external-connection コマンドを使用して、npm 公開リポジトリへの外部接続をnpm-store
リポジトリに追加します。

aws codeartifact associate-external-connection --domain my-domain --domain-
owner 111122223333 --repository npm-store --external-connection "public:npmjs"

JSON 形式のデータが、リポジトリとその新しい外部接続についての詳細とともに出力に表示されま
す。

{ 
    "repository": { 
        "name": "npm-store", 
        "administratorAccount": "111122223333", 
        "domainName": "my-domain", 
        "domainOwner": "111122223333", 
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/my-domain/npm-
store", 
        "upstreams": [], 
        "externalConnections": [ 
            { 
                "externalConnectionName": "public:npmjs", 
                "packageFormat": "npm", 
                "status": "AVAILABLE" 
            } 
        ] 
    }
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}

詳細については、「 CodeArtifact リポジトリをパブリックリポジトリConnect する (p. 36)」を参照
してください。

5. update-repository コマンドを使用して、npm-store リポジトリを my-repo リポジトリへのアップス
トリームリポジトリとして関連付けます。

aws codeartifact update-repository --repository my-repo --domain my-domain --domain-
owner 111122223333 --upstreams repositoryName=npm-store

JSON 形式のデータが、新しいアップストリームリポジトリを含む、更新されたリポジトリの詳細と
ともに出力に表示されます。

{ 
    "repository": { 
        "name": "my-repo", 
        "administratorAccount": "111122223333", 
        "domainName": "my-domain", 
        "domainOwner": "111122223333", 
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/my-domain/my-
repo", 
        "upstreams": [ 
            { 
                "repositoryName": "npm-store" 
            } 
        ], 
        "externalConnections": [] 
    }
}

詳細については、「アップストリームリポジトリを追加、または削除します (AWS CLI) (p. 35)」を
参照してください。

6. login コマンドを使用して、my-repo リポジトリに npm パッケージマネージャーを設定します。

aws codeartifact login --tool npm --repository my-repo --domain my-domain --domain-
owner 111122223333

ログインが成功したことを確認する出力が表示されます。

Successfully configured npm to use AWS CodeArtifact repository https://my-
domain-111122223333.d.codeartifact.us-east-2.amazonaws.com/npm/my-repo/
Login expires in 12 hours at 2020-10-08 02:45:33-04:00

詳細については、「CodeArtifact で npm を設定して使用する (p. 96)」を参照してください。
7. npm CLI を使用して npm パッケージをインストールします。例えば、一般的な npm パッケージ

lodash をインストールするには、以下のコマンドを使用します。

npm install lodash

8. list-packages コマンドを使用して、my-repo リポジトリでインストールしたばかりのパッケージを表
示します。

Note

その間に遅延が生じる可能性がありますnpm installインストールコマンドが完了し、パッ
ケージがリポジトリに表示されるようになります。パブリックリポジトリからパッケージを
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取得する際の一般的なレイテンシーの詳細については、以下を参照してください。接続レイ
テンシーの短縮 (p. 43)。

aws codeartifact list-packages --domain my-domain --repository my-repo

JSON 形式のデータが、インストールしたパッケージの形式と名前とともに出力に表示されます。

{ 
    "packages": [ 
        { 
            "format": "npm", 
            "package": "lodash" 
        } 
    ]
}

これで三つになりました。 CodeArtifact リソース。

• ドメインmy-domain。
• my-domain に含まれるリポジトリ my-repo。このリポジトリには、利用可能な npm パッケージ

があります。
• my-domain に含まれるリポジトリ npm-store。このリポジトリは、パブリック npm リポジトリ

への外部接続を持ち、アップストリームリポジトリとして my-repo リポジトリに関連付けられて
います。

9. 更なる AWS の課金を回避するには、このチュートリアルで使用したリソースを削除します。

Note

リポジトリを含むドメインは削除できないため、my-domain を削除する前に my-repo およ
び npm-store を削除する必要があります。

a. npm-store リポジトリを削除するには、delete-repository コマンドを使用します。

aws codeartifact delete-repository --domain my-domain --domain-owner 111122223333
 --repository my-repo

JSON 形式のデータが、削除されたリポジトリの詳細とともに出力に表示されます。

{ 
    "repository": { 
        "name": "my-repo", 
        "administratorAccount": "111122223333", 
        "domainName": "my-domain", 
        "domainOwner": "111122223333", 
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/my-
domain/my-repo", 
        "upstreams": [ 
            { 
                "repositoryName": "npm-store" 
            } 
        ], 
        "externalConnections": [] 
    }
}

b. npm-store リポジトリを削除するには、 delete-repository コマンドを使用します。
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aws codeartifact delete-repository --domain my-domain --domain-owner 111122223333
 --repository npm-store

JSON 形式のデータが、削除されたリポジトリの詳細とともに出力に表示されます。

{ 
    "repository": { 
        "name": "npm-store", 
        "administratorAccount": "111122223333", 
        "domainName": "my-domain", 
        "domainOwner": "111122223333", 
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/my-
domain/npm-store", 
        "upstreams": [], 
        "externalConnections": [ 
            { 
                "externalConnectionName": "public:npmjs", 
                "packageFormat": "npm", 
                "status": "AVAILABLE" 
            } 
        ] 
    }
}

c. my-domain リポジトリを削除するには、 delete-domain コマンドを使用します。

aws codeartifact delete-domain --domain my-domain --domain-owner 111122223333

JSON 形式のデータが、削除されたドメインの詳細とともに出力に表示されます。

{ 
    "domain": { 
        "name": "my-domain", 
        "owner": "111122223333", 
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:domain/my-domain", 
        "status": "Deleted", 
        "createdTime": "2020-10-07T15:36:35.194000-04:00", 
        "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/your-kms-key", 
        "repositoryCount": 0, 
        "assetSizeBytes": 0 
    }
}
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CodeArtifact でリポジトリを操作する
このトピックでは、CodeArtifact CLI と API を使用してリポジトリを作成、更新、削除する方法を説明し
ます。

トピック
• リポジトリーの作成 (p. 14)
• リポジトリへの接続 (p. 17)
• リポジトリを削除する (p. 17)
• リポジトリを一覧表示させる (p. 18)
• リポジトリの設定を表示または変更する (p. 20)
• リポジトリポリシー (p. 22)
• リポジトリのタグ付けCodeArtifact (p. 27)

リポジトリーの作成
リポジトリは、CodeArtifactコンソールまたはAWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して作成で
きます。リポジトリを作成する際、パッケージは含まれていません。各リポジトリは、作成時に使用する
AWSアカウントと関連づけられています。ひとつのAWSアカウントは最大 10,000 リポジトリを持つこと
ができます。CodeArtifactサービスの制限に関する詳細については、「」を参照してくださいのクォータ
AWSCodeArtifact (p. 205)。リポジトリを削除して、より多くのスペースを作ることができます。

リポジトリはポリグロットです。単一のリポジトリには、サポートされている任意のタイプのパッケージ
を含めることができます。

CodeArtifactリポジトリにはひとつ以上のリポジトリをアップストリームリポジトリとして関連付けるこ
とができます。これにより、パッケージマネージャクライアントは、単一のURLエンドポイントを使用し
て、複数のリポジトリに含まれるパッケージにアクセスできます。詳細については、「でアップストリー
ムリポジトリを操作する CodeArtifact (p. 33)」を参照してください。

Note

リポジトリを作成したら、名前、関連付けられたAWSアカウント、またはドメインを変更するこ
とはできません。

トピック
• リポジトリを作成する (コンソール) (p. 14)
• リポジトリを作成する (AWS CLI) (p. 15)
• アップストリームのリポジトリと一緒にリポジトリを作成 (p. 16)

リポジトリを作成する (コンソール)
1. https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/homeAWSCodeArtifact でコンソールを開きま

す。
2. ナビゲーションペインで [リポジトリ] を選択し、[リポジトリの作成] を選択します。
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3. [リポジトリ名] に、リポジトリの名前を入力します。
4. (オプション) [リポジトリの説明] で、このリポジトリの説明を任意で入力することができます。
5. (オプション) [アップストリームリポジトリの公開] で、Maven Central や npmjs.com などのパッケー

ジ権限にリポジトリを接続する中間リポジトリを追加します。
6. [Next (次へ)] を選択します。
7. [AWS カウント] で、ドメインを所有するアカウントにサインインしている場合は、[この AWS アカウ

ント] を選択します。別の AWS アカウントがドメインを所有している場合、[異なる AWS アカウン
ト] を選択してください。

8. [ドメイン] で、リポジトリを作成するドメインを選択します。

アカウントにドメインがない場合は、作成する必要があります。新しいドメインの名前を [ドメイン
名] に入力します。

[Additional configuration (追加設定)] を展開します。

ドメイン内のすべてのアセットを暗号化するためには、AWS KMS key (KMS キー) を使用する必要が
あります｡ AWS マネージドキーまたは、管理する KMS キーを使用できます。

Important

CodeArtifact は、 対称 KMS キーのみをサポートしています。非対称 KMS キーCodeArtifact
を使用してドメインを暗号化することはできません。KMS キーが対称か非対称かを判別する
には、「対称および非対称 KMS キーを識別する」を参照してください。

• デフォルトAWS マネージドキーを使用するには、[AWS マネージドキー] を選択してください。
• 管理している KMS キーを使用する場合、[カスタマーマネージドキー] を選択してください。[カス

タマーマネージドキー ARN] で管理している KMS キーを使用するには、KMS キーを検索して選択
します。

詳細については、[AWS Key Management Service デベロッパーガイド] の AWS マネージドキー と
[カスタマーマネージドキー] を参照してください。

9. [Next] (次へ) を選択します。
10. [レビューと作成] で、CodeArtifact自分にとって何が作成されているのかをレビューします。

• [パッケージフロー] は、ドメインとリポジトリがどのように接続されているかを示しています。
• [ステップ 1: リポジトリを作成する] に、作成されるリポジトリとオプションのアップストリームリ

ポジトリの詳細が示されます。
• [ステップ 2: ドメインの選択] は、my_domainに関する詳細を示します。

準備が完了したら、 [リポジトリの作成] を選択します。

リポジトリを作成する (AWS CLI)
create-repositoryコマンドを使用して、ドメインにリポジトリを作成します。

aws codeartifact create-repository --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repo --description "My new repository"

出力例:

{ 
    "repository": { 
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        "name": "my_repo", 
        "administratorAccount": "123456789012", 
        "domainName": "my_domain", 
        "domainOwner": "111122223333", 
        "arn": "arn:aws:codeartifact:region-id:111122223333:repository/my_domain/my_repo", 
        "description": "My new repository", 
        "upstreams": "[]", 
        "externalConnections"" "[]" 
    }
}

新しいリポジトリにはパッケージは含まれていません。各リポジトリは、リポジトリの作成時に認証され
るAWSアカウントと関連付けられています。一つのAWSアカウントには最大 100 のリポジトリを設定で
きます。delete-repositoryコマンドで削除されたリポジトリは、この制限には含まれていません。

タグ付きのリポジトリの作成
タグを使用してリポジトリを作成するには、--tagsパラメータをcreate-domainコマンドに追加してく
ださい。

aws codeartifact create-repository --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repo --tags key=k1,value=v1 key=k2,value=v2

アップストリームのリポジトリと一緒にリポジトリを
作成
リポジトリを作成するときに、アップストリームリポジトリをひとつ以上指定できます。

aws codeartifact create-repository --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repo \ 
  --upstreams repositoryName=my-upstream-repo --repository-description "My new repository"

出力例:

{ 
    "repository": { 
        "name": "my_repo", 
        "administratorAccount": "123456789012", 
        "domainName": "my_domain", 
        "domainOwner": "111122223333", 
        "arn": "arn:aws:codeartifact:region-id:111122223333:repository/my_domain/my_repo", 
        "description": "My new repository", 
        "upstreams": [ 
            { 
                "repositoryName": "my-upstream-repo" 
            } 
        ], 
        "externalConnections"" "[]" 
    }
}

Note

アップストリームリポジトリと一緒にリポジトリを作成するに
は、AssociateWithDownstreamRepositoryアップストリームリポジトリでのアクションへ
のアクセス許可が必要です。
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リポジトリ作成後に、アップストリームリポジトリを追加するには、アップストリームリポジトリを追
加、または削除します (コンソール) (p. 34)およびアップストリームリポジトリを追加、または削除しま
す (AWS CLI) (p. 35)を参照してください。

リポジトリへの接続
AWSアカウントに対する認証を行うようにプロファイルと認証情報を設定した後、CodeArtifact使用する
リポジトリを決定します。次のオプションがあります。

• リポジトリを作成します。詳細については、 [リポジトリの作成] (p. 14) を参照してください。
• アカウントにすでに存在するリポジトリを使用します。list-repositoriesコマンドを使用し

て、AWSアカウントで作成したリポジトリを検索します。詳細については、「リポジトリを一覧表示さ
せる (p. 18)」を参照してください。

• 別のAWSアカウントでリポジトリを使用する。詳細については、[リポジトリポリシー] (p. 22) を参
照してください。

パッケージマネージャークライアントを使用する
使用するリポジトリがわかった後、次のいずれかのトピックを参照してください。

• MavenCodeArtifact での使用 (p. 115)
• npmCodeArtifact での使用 (p. 96)
• CodeArtifactと一緒に使うNuGet (p. 139)
• PythonCodeArtifact での使用 (p. 108)

リポジトリを削除する
CodeArtifactコンソールまたはを使用してリポジトリを削除できますAWS CLI。リポジトリを削除すると、
そのリポジトリにパッケージをプッシュしたり、そこからパッケージをプルしたりすることはできなくな
ります。リポジトリ内のすべてのパッケージは永続的に使用できなくなり、復元出来なくなります。同じ
名前のリポジトリを作成できますが、その内容は空になります。

トピック
• リポジトリを削除する (コンソール) (p. 17)
• リポジトリを削除する (AWS CLI) (p. 17)

リポジトリを削除する (コンソール)
1. https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/homeAWSCodeArtifact でコンソールを開きま

す。
2. ナビゲーションペインで [リポジトリ] を選択し、その後、削除するリポジトリを選択します。
3. [削除] を選択し、次に、ステップに従ってドメインを削除します。

リポジトリを削除する (AWS CLI)
delete-repository コマンドを使用してリポジトリを削除します。
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リポジトリを一覧表示させる

aws codeartifact delete-repository --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repo

出力例:

{ 
    "repository": { 
        "name": "my_repo", 
        "administratorAccount": "123456789012", 
        "domainName": "my_domain",             
        "domainOwner": "123456789012", 
        "arn": "arn:aws:codeartifact:region-id:123456789012:repository/my_domain/my_repo", 
        "description": "My new repository", 
        "upstreams": [], 
        "externalConnections": [] 
    }
}

リポジトリを一覧表示させる
このトピックのコマンドを使用して、AWSアカウントまたはドメインのリポジトリを一覧表示します。

AWSアカウントのリポジトリを一覧表示する
このコマンドを使用して、AWSアカウント内のすべてのリポジトリを一覧表示します。

aws codeartifact list-repositories

サンプル出力:

{ 
    "repositories": [ 
        { 
            "name": "repo1", 
            "administratorAccount": "123456789012", 
            "domainName": "my_domain", 
            "domainOwner": "123456789012", 
            "arn": "arn:aws:codeartifact:region-
id:123456789012:repository/my_domain/repo1", 
            "description": "Description of repo1" 
        }, 
        { 
            "name": "repo2", 
            "administratorAccount": "123456789012", 
            "domainName": "my_domain", 
            "domainOwner": "123456789012", 
            "arn": "arn:aws:codeartifact:region-
id:123456789012:repository/my_domain/repo2", 
            "description": "Description of repo2"     
             
        }, 
        { 
            "name": "repo3", 
            "administratorAccount": "123456789012", 
            "domainName": "my_domain2", 
            "domainOwner": "123456789012", 
            "arn": "arn:aws:codeartifact:region-
id:123456789012:repository/my_domain2/repo3", 
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            "description": "Description of repo3" 
        } 
    ]
}

list-repositoriesおよび--max-resultsパラメータを使用し、--next-tokenからの応答をページ
分割できます。--max-resultsの場合、1 ～ 1000 の整数を指定して、単一ページに返される結果の数を
指定できます。デフォルトは 50 に設定されています。後続ページを返すには、list-repositoriesを
もう一度実行し、前のコマンド出力で受信したnextTokenの値を--next-tokenにパスします。--
next-tokenオプションが使用されなければ、結果の最初のページが常に表示されます。

ドメインのリポジトリを一覧表示する
list-repositories-in-domainを使って、ドメイン内のすべてのリポジトリのリストを取得します。

aws codeartifact list-repositories-in-domain --domain my_domain --domain-owner 123456789012
 --max-results 3

出力結果を見ると、いくつかのリポジトリが異なるAWSアカウントで管理されていることがわかります。

{ 
    "repositories": [ 
        { 
            "name": "repo1", 
            "administratorAccount": "123456789012", 
            "domainName": "my_domain", 
            "domainOwner": "111122223333",   
            "arn": "arn:aws:codeartifact:region-
id:111122223333:repository/my_domain/repo1", 
            "description": "Description of repo1" 
        }, 
        { 
            "name": "repo2", 
            "administratorAccount": "444455556666", 
            "domainName": "my_domain", 
            "domainOwner": "111122223333", 
            "arn": "arn:aws:codeartifact:region-
id:111122223333:repository/my_domain/repo2", 
            "description": "Description of repo2"             
        }, 
        { 
            "name": "repo3", 
            "administratorAccount": "444455556666", 
            "domainName": "my_domain", 
            "domainOwner": "111122223333", 
            "arn": "arn:aws:codeartifact:region-
id:111122223333:repository/my_domain/repo3", 
            "description": "Description of repo3"             
        } 
    ]
}

--max-resultsおよび--next-tokenパラメータを使用し、list-repositories-in-domainの応
答をページ分割できます。--max-resultsの場合、1 ～ 1000 の整数を指定して、単一ページに返さ
れる結果の数を指定できます。デフォルトは 50 に設定されています。後続ページを返すには、list-
repositories-in-domainをもう一度実行し、前のコマンド出力で受信したnextTokenの値を--
next-tokenにパスします。--next-tokenのオプションが使用されなければ、結果の最初のページが常
に表示されます。

リポジトリ名をよりコンパクトなリストとして出力するには、次のコマンドを試してください。
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aws codeartifact list-repositories-in-domain --domain my_domain --domain-owner 111122223333
 \ 
  --query 'repositories[*].[name]' --output text

サンプル出力:

repo1
repo2
repo3

次の例では、リポジトリ名に加えてアカウント ID を出力します。

aws codeartifact list-repositories-in-domain --domain my_domain --domain-owner 111122223333
  \ 
  --query 'repositories[*].[name,administratorAccount]' --output text

サンプル出力:

repo1 710221105108
repo2 710221105108
repo3 532996949307

--queryパラメータの詳細については、CodeArtifactAPI ListRepositoriesリファレンスのを参照してくだ
さい。

リポジトリの設定を表示または変更する
CodeArtifactコンソールまたはAWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、リポジトリの詳細を
を表示し、更新することができます。

Note

リポジトリを作成したら、名前、関連付けられたAWSアカウント、またはドメインを変更するこ
とはできません。

トピック
• リポジトリの設定 (コンソール) を表示または変更する (p. 20)
• リポジトリ設定を表示または変更する (AWS CLI) (p. 21)

リポジトリの設定 (コンソール) を表示または変更する
CodeArtifactコンソールを使用して、リポジトリの詳細をを表示し、更新することができます。

1. https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/homeAWSCodeArtifact でコンソールを開きま
す。

2. ナビゲーションペインで、[リポジトリ] をクリックし、表示または編集したいリポジトリの名前を選
択します。

3. [詳細] を展開すると、以下のように表示されます。

• リポジトリのドメイン。詳細を確認するには、ドメイン名を選択してください。
• リポジトリのリソースポリシー。[リポジトリポリシーを適用する] をクリックして、ひとつ追加し

ます。
• リポジトリの Amazon リソースネーム (ARN)。
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• リポジトリに外部接続がある場合は、接続をクリックして詳細を確認できます。リポジトリに設定
できる外部接続はひとつのみです。詳細については、「 CodeArtifact リポジトリをパブリックリポ
ジトリConnect する (p. 36)」を参照してください。

• リポジトリにアップストリームリポジトリがある場合は、いずれかをクリックして、その詳細を参
照することができます。リポジトリには、最大 10 個の直接のアップストリームリポジトリを設定
できます。詳細については、「でアップストリームリポジトリを操作する CodeArtifact (p. 33)」
を参照してください。

Note

リポジトリは、外部接続またはアップストリームリポジトリを設定できますが、両方設定す
ることはできません。

4. [パッケージ] をクリックすると、このリポジトリで使用可能なパッケージがすべて表示されます。
パッケージをクリックして、詳細を確認してください。

5. [接続手順の表示] をクリックし、パッケージマネージャを選択して、設定方法を学びます
CodeArtifact。

6. [リポジトリポリシーの適用] をクリックして、リソースポリシーをリポジトリに更新または追加しま
す。詳細については、「 リポジトリポリシー (p. 22)」を参照してください。

7. [編集] をクリックして、以下を追加または更新します。

• リポジトリの説明。
• リポジトリに関連付けられたタグ。
• リポジトリに外部接続がある場合は、接続先の公開リポジトリを変更できます。あるいは、

ひとつもしくはそれ以上の既存のリポジトリをアップストリームリポジトリとして追加できま
す。CodeArtifactパッケージが要求されたときに優先させたい順番に並べます。詳細については、
「アップストリームリポジトリの優先順位 (p. 45)」を参照してください。

リポジトリ設定を表示または変更する (AWS CLI)
でリポジトリの現在の設定を表示するにはCodeArtifact、describe-repositoryコマンドを使用しま
す。

aws codeartifact describe-repository --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repo

出力例:

{ 
    "repository": { 
        "name": "my_repo", 
        "administratorAccount": "123456789012, 
        "domainName": "my_domain", 
        "domainOwner": "111122223333", 
        "arn": "arn:aws:codeartifact:region-id:111122223333:repository/my_domain/my_repo" 
        "upstreams": [], 
        "externalConnections": [] 
    }
}

リポジトリのアップストリーム設定を変更する
アップストリームリポジトリを使用すると、パッケージマネージャークライアントは、単一の URL エンド
ポイントを使用して、複数のリポジトリに含まれるパッケージにアクセスすることができます。リポジト
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リのアップストリームの関係を追加または変更するには、update-repositoryコマンドを使用してくだ
さい。

aws codeartifact update-repository --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repo \ 
       --upstreams repositoryName=my-upstream-repo

出力例:

{ 
    "repository": { 
        "name": "my_repo", 
        "administratorAccount": "123456789012, 
        "domainName": "my_domain", 
        "domainOwner": "111122223333", 
        "arn": "arn:aws:codeartifact:region-id:111122223333:repository/my_domain/my_repo" 
        "upstreams": [ 
            { 
                "repositoryName": "my-upstream-repo" 
            } 
        ], 
        "externalConnections": [] 
    }
}

Note

アップストリームリポジトリを追加するには、アップストリームリポジトリで
のAssociateWithDownstreamRepositoryアクションに対するアクセス許可が必要です。

リポジトリのアップストリームの関係を削除するには、空のリストを--upstreamsオプションの引数とし
て使用します。

aws codeartifact update-repository --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repo --upstreams []

出力例:

{ 
    "repository": { 
        "name": "my_repo", 
        "administratorAccount": "123456789012, 
        "domainName": "my_domain", 
        "domainOwner": "111122223333", 
        "arn": "arn:aws:codeartifact:region-id:111122223333:repository/my_domain/my_repo" 
        "upstreams": [], 
        "externalConnections": [] 
    }
}

リポジトリポリシー
CodeArtifact では、リソースベースのアクセス権限を使用してアクセスを制御します。リソースベースの
アクセス許可により、リポジトリにだれがアクセスでき、どのようなアクションを実行できるかを指定で
きます。デフォルトでは、リポジトリの所有者のみリポジトリにアクセスできます。他の IAM プリンシパ
ルがリポジトリにアクセスできるようにするポリシードキュメントを適用することができます。
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読み取りアクセスを許可するリソースポリシーを作成する

詳細については、[リソースベースのポリシー] および [アイデンティティベースおよびリソースベースのポ
リシー] を参照してください。

読み取りアクセスを許可するリソースポリシーを作成
する
リソースポリシーは、JSON 形式のテキストファイルです。ファイルには、プリンシパル (アクター)、
ひとつ以上のアクション、およびエフェクト (AllowまたはDeny) を指定しなければいけません。
たとえば、次のリソースポリシーは、アカウントに、リポジトリからパッケージをダウンロードす
る123456789012許可を付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "codeartifact:ReadFromRepository" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                 "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" 
            }, 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

ポリシーは、それが添付されているリポジトリに対する操作についてのみ評価されるため、リ
ソースを指定する必要はありません。リソースが暗示されているので、Resourceを*に設定で
きます。パッケージマネージャーがこのリポジトリからパッケージをダウンロードするには、
クロスアカウントアクセスのドメインポリシーも作成する必要があります。ドメインポリシー
は、codeartifact:GetAuthorizationTokensts:GetServiceBearerToken少なくとも3つの権限
をプリンシパルに付与する必要があります。クロスアカウントアクセスを許可するためのフルドメインポ
リシーの例については、こちらをご覧くださいドメインポリシーの例 (p. 89)。

Note

codeartifact:ReadFromRepositoryアクションは、リポジトリリソースでのみ使用できま
す。パッケージの Amazon リソースネーム (ARN) を、リポジトリ内のパッケージのサブセットへ
の読み取りアクセスを許可するcodeartifact:ReadFromRepositoryアクションとするリソー
スとして指定することはできません。特定のプリンシパルは、リポジトリ内のすべてのパッケー
ジを読み取れるか、あるいは、全く読み取れません。

リポジトリで指定されるアクションはReadFromRepositoryのみであるため、アカウン
ト1234567890のユーザーとロールは、リポジトリからパッケージをダウンロードできます。ただ
し、他のアクション (パッケージ名やバージョンの一覧表示など) を実行することはできません。通
常、ReadFromRepositoryに追加して以下のポリシーにアクセス許可を付与します。これは、リポジト
リからパッケージをダウンロードするユーザーが、他の方法でもリポジトリと関わる必要があるためで
す。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "codeartifact:DescribePackageVersion", 
                "codeartifact:DescribeRepository", 
                "codeartifact:GetPackageVersionReadme", 
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                "codeartifact:GetRepositoryEndpoint", 
                "codeartifact:ListPackages", 
                "codeartifact:ListPackageVersions", 
                "codeartifact:ListPackageVersionAssets", 
                "codeartifact:ListPackageVersionDependencies", 
                "codeartifact:ReadFromRepository" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                 "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" 
            }, 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

ポリシーの設定
ポリシードキュメントを作成したら、put-repository-permissions-policyコマンドでリポジトリ
に添付します。

aws codeartifact put-repository-permissions-policy --domain my_domain --domain-
owner 111122223333 \ 
          --repository my_repo --policy-document file:///PATH/TO/policy.json

put-repository-permissions-policyをコールすると、アクセス許可を評価するときに、リポジト
リのリソースポリシーは無視されます。これにより、ドメインの所有者がリポジトリから自分自身をロッ
クアウトすることができなくなり、リソースポリシーを更新することを防ぐことができます。

Note

リソースポリシーを使用しているリポジトリのリソースポリシーを更新するために、別のAWSア
カウントにアクセス許可を付与することはできません。これは呼び出し時にリソースポリシーが
無視されるためですput-repository-permissions-policy。

サンプル出力:

{ 
    "policy": { 
        "resourceArn": "arn:aws:codeartifact:region-
id:111122223333:repository/my_domain/my_repo", 
        "document": "{ ...policy document content...}", 
        "revision": "MQlyyTQRASRU3HB58gBtSDHXG7Q3hvxxxxxxx=" 
    }
}

コマンドの出力には、リポジトリリソースの Amazon リソースネーム (ARN)、ポリシードキュメントの完
全な内容、リビジョン識別子が含まれます。--policy-revisionオプションを使用して、リビジョン識
別子をput-repository-permissions-policyに渡すことができます。これにより、別のライターに
よって設定された新しいバージョンではなく、ドキュメントの既知のリビジョンが確実に上書きされるこ
とが保証されます。

ポリシーを読み込む
get-repository-permissions-policyコマンドを使用して、ポリシードキュメントの既存のバー
ジョンを読み込みます。読みやすいように出力をフォーマットするには、Pythonjson.toolモジュールと
共に--outputおよび--query policy.documentを使用してください。

24



CodeArtifact CodeArtifact ユーザーガイド
ポリシーの削除

aws codeartifact get-repository-permissions-policy --domain my_domain --domain-
owner 111122223333 \ 
          --repository my_repo --output text --query policy.document | python -m json.tool

サンプル出力:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" 
            }, 
            "Action": [ 
                "codeartifact:DescribePackageVersion", 
                "codeartifact:DescribeRepository", 
                "codeartifact:GetPackageVersionReadme", 
                "codeartifact:GetRepositoryEndpoint", 
                "codeartifact:ListPackages", 
                "codeartifact:ListPackageVersions", 
                "codeartifact:ListPackageVersionAssets", 
                "codeartifact:ListPackageVersionDependencies", 
                "codeartifact:ReadFromRepository" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

ポリシーの削除
delete-repository-permissions-policyコマンドを使用して、リポジトリからポリシーを削除しま
す。

aws codeartifact delete-repository-permissions-policy --domain my_domain --domain-
owner 111122223333 \ 
          --repository my_repo

出力のフォーマットは、get-repository-permissions-policyコマンドのフォーマットと同じで
す。

プリンシパルに読み取りアクセスを許可する
ポリシードキュメントでアカウントのルートユーザーをプリンシパルとして指定すると、そのアカウント
のすべてのユーザーとロールへのアクセス権が付与されます。選択したユーザーまたはロールへのアクセ
スを制限するには、その ARN をPrincipalポリシーのセクションで使用してください。たとえば、アカ
ウント123456789012内のIAM ユーザーbobに読み取りアクセスを付与するには、以下を使用します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "codeartifact:ReadFromRepository" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
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            "Principal": { 
                 "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/bob" 
            }, 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

パッケージへの書き込みアクセスを許可する
codeartifact:PublishPackageVersionアクションは、パッケージの新しいバージョンを公開する
ためのアクセス許可をコントロールするために使用されます。このアクションで使用されるリソースは、
パッケージである必要があります。CodeArtifactパッケージ ARN の形式は次のとおりです。

arn:aws:codeartifact:region-id:111122223333:package/my_domain/my_repo/package-
format/package-namespace/package-name

次の例は、ドメインmy_domainのexample-repoリポジトリでスコープ@parityと名前uiを持つ npm 
パッケージの ARN を示しています。

arn:aws:codeartifact:region-id:111122223333:package/my_domain/example-repo/npm/parity/ui

スコープを持たない npm パッケージの ARN には、ネームスペースフィールドに空の文字列になってい
ます。たとえば、スコープがないパッケージで、ドメインmy_domainのexample-repoリポジトリに名
前reactのある ARN は以下のようになります。

arn:aws:codeartifact:region-id:111122223333:package/my_domain/example-repo/npm//react

以下のポリシーは、example-repoリポジトリ中の@parity/uiのバージョンを公開するアクセス許可を
アカウント123456789012に付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "codeartifact:PublishPackageVersion" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" 
            }, 
            "Resource": "arn:aws:codeartifact:region-
id:111122223333:package/my_domain/example-repo/npm/parity/ui" 
        } 
    ]
}

Important

MavenNuGet およびパッケージバージョンを公開するアクセス許可を付与するには、に加えて以
下のアクセス許可を追加しますcodeartifact:PublishPackageVersion。

1. NuGet:codeartifact:ReadFromRepository そしてリポジトリリソースを指定します
2. Mavencodeartifact:PutPackageMetadata
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リポジトリへの書き込みアクセス許可の付与

このポリシーでは、リソースの一部としてドメインとリポジトリを指定するため、そのリポジトリに添付
されている場合にのみ公開が許可されます。

リポジトリへの書き込みアクセス許可の付与
ワイルドカードを使用して、リポジトリ内のすべてのパッケージに対して書き込む許可を付与できます。
たとえば、次のポリシーを使用して、example-repoリポジトリのすべてのパッケージに書き込む許可を
アカウントに付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "codeartifact:PublishPackageVersion" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" 
            }, 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

リポジトリのタグ付けCodeArtifact
タグは、AWS リソースに関連付けられるキーと値のペアです。でリポジトリにタグを適用することができ
ますCodeArtifact。CodeArtifact リソースのタグ付け、ユースケース、タグのキーと値の制約、サポートさ
れているリソースタイプの詳細については、「リソースのタグ付け (p. 203)」を参照してください。

リポジトリを作成するときに CLI を使用してタグを指定できます。コンソールまたは CLI を使用してタグ
を追加または削除し、リポジトリのタグの値を更新できます。リソースごとに最大 50 個のタグを追加で
きます。

トピック
• タグリポジトリ (CLI) (p. 27)
• タグリポジトリ (コンソール) (p. 29)

タグリポジトリ (CLI)
CLI を使用して、リポジトリタグを管理できます。

トピック
• リポジトリにタグを追加する (CLI) (p. 27)
• リポジトリのタグを表示する (CLI) (p. 28)
• リポジトリ (CLI) のタグを編集する (p. 29)
• リポジトリ (CLI) からタグを削除する (p. 29)

リポジトリにタグを追加する (CLI)
コンソールまたは AWS CLI を使用してリポジトリにタグを付けることができます。
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タグリポジトリ (CLI)

リポジトリを作成するときにタグを追加するには、「リポジトリーの作成 (p. 14)」を参照してくださ
い。

以下のステップでは、AWS CLI の最新版をすでにインストールしているか、最新版に更新しているものと
します。詳細については、「AWS Command Line Interface のインストール」を参照してください。

ターミナルまたはコマンドラインで、タグを追加するリポジトリの Amazon リソースネーム (ARN) および
追加するタグのキーと値を指定して、tag-resource コマンドを実行します。

Note

リポジトリの ARN を取得するには、describe-repository コマンドを実行します。

aws codeartifact describe-repository --domain my_domain --repository my_repo --
query repository.arn

リポジトリには複数のタグを追加できます。たとえば、my_domain というドメイン内の my_repo という
名前のリポジトリにタグを二つ付け、これらが [##1] という [#1] のタグ値を持ったタグキーと、[##2]
という [#2] のタグ値を持ったタグキーの場合:

aws codeartifact tag-resource --resource-arn arn:aws:codeartifact:us-
west-2:111122223333:repository/my_domain/my_repo --tags key=key1,value=value1
 key=key2,value=value2

成功した場合は、コマンドの出力はありません。

リポジトリのタグを表示する (CLI)
AWS CLI を使用してリポジトリの AWS タグを表示するには、以下のステップに従います。タグが追加さ
れていない場合、返されるリストは空になります。

ターミナルまたはコマンドラインで、list-tags-for-resource コマンドを実行します。

Note

リポジトリの ARN を取得するには、describe-repository コマンドを実行します :

aws codeartifact describe-repository --domain my_domain --repository my_repo --
query repository.arn

たとえば、[my_domain] というドメインの [my_repo] という名前のリポジトリのタグキーとタグ値の
リストをarn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/my_domain/my_repo
ARN 値で表示するには：

aws codeartifact list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:codeartifact:us-
west-2:111122223333:repository/my_domain/my_repo

成功した場合、このコマンドは次のような情報を返します。

{ 
    "tags": { 
        "key1": "value1", 
        "key2": "value2" 
    }
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タグリポジトリ (コンソール)

}

リポジトリ (CLI) のタグを編集する
AWS CLIを使用してリポジトリのタグを編集するには、次のステップに従います。既存のキーの値を変更
したり、別のキーを追加できます。

ターミナルまたはコマンドラインで、tag-resource コマンドを実行して、タグを更新するリポジトリの 
ARN を指定し、タグキーとタグ値を指定します。

Note

リポジトリの ARN を取得するには、describe-repository コマンドを実行します。

aws codeartifact describe-repository --domain my_domain --repository my_repo --
query repository.arn

aws codeartifact tag-resource --resource-arn arn:aws:codeartifact:us-
west-2:111122223333:repository/my_domain/my_repo --tags key=key1,value=newvalue1

成功した場合は、コマンドの出力はありません。

リポジトリ (CLI) からタグを削除する
AWS CLIを使用してリポジトリからタグを削除するには、次のステップに従います。

Note

リポジトリを削除すると、関連付けられたすべてのタグが削除されたリポジトリから解除されま
す。リポジトリを削除する前にタグを削除する必要はありません。

ターミナルまたはコマンドラインで、untag-resource コマンドを実行して、削除するタグのリポジトリの 
ARN と、削除するタグのタグキーを指定します。

Note

リポジトリの ARN を取得するには、describe-repository コマンドを実行します。

aws codeartifact describe-repository --domain my_domain --repository my_repo --
query repository.arn

たとえば、[##1] および [##2] というタグキーのある、[my_domain] という名前のドメインの
[my_repo] という名前のリポジトリ上で タグを複数削除するには、次の手順を踏みます。:

aws codeartifact untag-resource --resource-arn arn:aws:codeartifact:us-
west-2:111122223333:repository/my_domain/my_repo --tag-keys key1 key2

成功した場合は、コマンドの出力はありません。タグを削除した後、リポジトリの残りのタグは、list-
tags-for-resourceコマンドを使用して表示することが出来ます。

タグリポジトリ (コンソール)
コンソールまたは CLI を使用して、リソースのタグ付けをします。

29



CodeArtifact CodeArtifact ユーザーガイド
タグリポジトリ (コンソール)

トピック
• リポジトリにタグを追加する (コンソール) (p. 30)
• リポジトリのタグを表示する (コンソール) (p. 32)
• リポジトリのタグを編集する (コンソール) (p. 32)
• リポジトリからタグを削除する (コンソール) (p. 32)

リポジトリにタグを追加する (コンソール)
コンソールを使用して既存のリポジトリにタグを追加します。

1. https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/homeAWSCodeArtifact でコンソールを開きま
す。

2. [リポジトリ] ページで、タグを追加するリポジトリをクリックします。
3. [詳細] セクションを展開します。
4. [リポジトリタグ] で、リポジトリにタグがない場合は、[リポジトリタグの追加] をクリックします。

リポジトリにタグがある場合は、[リポジトリタグの表示と編集] をクリックします。
5. [新しいタグを追加] をクリックします。
6. [キー] フィールドと [値] フィールドに、追加するタグごとにテキストを入力します。( [値] フィール

ドはオプションです。) 例えば、[キー] では、「Name」と入力します。[値] には「Test」と入力しま
す。
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31



CodeArtifact CodeArtifact ユーザーガイド
タグリポジトリ (コンソール)

7. (オプション) [タグを追加] をクリックして行を追加し、さらにタグを入力します。
8. [リポジトリを更新]をクリックします。

リポジトリのタグを表示する (コンソール)
コンソールを使用して既存のパイプラインのタグを一覧表示します。

1. https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/homeAWSCodeArtifact でコンソールを開きま
す。

2. [Repositories] (リポジトリ) で、タグを表示するリポジトリの名前をクリックします。
3. [詳細] のセクションを展開します。
4. [リポジトリタグ] で、[リポジトリタグの表示と編集] をクリックします。

Note

このリポジトリにタグが追加されていない場合、コンソールは [リポジトリタグの追加] を読
み取ります。

リポジトリのタグを編集する (コンソール)
コンソールを使用してリポジトリに追加されたタグを編集します。

1. https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/homeAWSCodeArtifact でコンソールを開きま
す。

2. [Repositories] (リポジトリ) のページで、タグを更新するリポジトリの名前をクリックします。
3. [詳細] セクションを展開します。
4. [リポジトリタグ] で、[リポジトリタグの表示と編集] をクリックします。

Note

このリポジトリにタグが追加されていない場合、コンソールは [リポジトリタグの追加] を読
み取ります。

5. [キー] フィールドと [値] フィールドに、必要に応じて各フィールドの値を更新します。例え
ば、Nameキーの場合は、[値] で、Test を Prod に変更します。

6. [リポジトリを更新]をクリックします。

リポジトリからタグを削除する (コンソール)
コンソールを使用してリポジトリからタグを削除できます。

1. https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/homeAWSCodeArtifact でコンソールを開きま
す。

2. [Repositories] (リポジトリ) で、タグを削除するリポジトリの名前を選択します。
3. [詳細] セクションを展開します。
4. [リポジトリタグ] で、[リポジトリタグの表示と編集] をクリックします。

Note

このリポジトリにタグが追加されていない場合、コンソールは [リポジトリタグの追加] を読
み取ります。

5. 削除する各タグのキーと値の横にある [Remove tag] をクリックします。
6. [リポジトリを更新]をクリックします。
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アップストリームリポジトリと外部接続の違いは何ですか。

でアップストリームリポジトリを操
作する CodeArtifact

リポジトリには、AWS CodeArtifact アップストリームリポジトリとして他のリポジトリを含めることがで
きます。これにより、パッケージマネージャクライアントは、単一のリポジトリエンドポイントを使用し
て、複数のリポジトリに含まれるパッケージにアクセスできます。

、、または SDK を使用して、AWS CodeArtifact リポジトリに1つまたはそれ以上のアップ
ストリームリポジトリを追加することができます。AWS Management ConsoleAWS CLIリ
ポジトリをアップストリームリポジトリに関連付けるには、アップストリームリポジトリへ
のAssociateWithDownstreamRepositoryアクションの許可が必要です。詳細については、「アッ
プストリームのリポジトリと一緒にリポジトリを作成 (p. 16)」および「上流リポジトリの追加または削
除 (p. 34)」を参照してください。

アップストリームリポジトリにパブリックリポジトリへの外部接続がある場合、そこから下流にあるリ
ポジトリは、そのパブリックリポジトリからパッケージを取得することができます。例えば、リポジト
リmy_repoが upstreamという名のアップストリームリポジトリを持ち、upstreamがパブリック npm 
リポジトリへの外部接続を持つとします。この場合、my_repo に接続しているパッケージマネージャ
は、npm パブリックリポジトリからパッケージを取得することができます。アップストリームリポジト
リまたは外部接続からパッケージをリクエストする方法の詳細については、「」アップストリームリポジ
トリを持つパッケージバージョンのリクエスト (p. 39) または「」を参照してください外部接続からの
パッケージのリクエスト (p. 42)。

トピック
• アップストリームリポジトリと外部接続の違いは何ですか。 (p. 33)
• 上流リポジトリの追加または削除 (p. 34)
• CodeArtifact リポジトリをパブリックリポジトリConnect する (p. 36)
• アップストリームリポジトリを持つパッケージバージョンのリクエスト (p. 39)
• 外部接続からのパッケージのリクエスト (p. 42)
• アップストリームリポジトリの優先順位 (p. 45)
• アップストリームリポジトリでの API 動作 (p. 46)

アップストリームリポジトリと外部接続の違いは何
ですか。

では CodeArtifact、上流のリポジトリと外部接続はほとんど同じように動作しますが、いくつかの重要な
違いがあります。

1. リポジトリには最大 10 CodeArtifact 個のアップストリームリポジトリを追加できます。追加できる外
部接続は 1 つだけです。

2. 上流のリポジトリや外部接続を追加するための API 呼び出しは別にあります。
3. 上流のリポジトリからリクエストされたパッケージはそれらのリポジトリに保持されるため、

パッケージ保持の動作は少し異なります。詳細については、「中間リポジトリでのパッケージの保
持 (p. 41)」を参照してください。
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上流リポジトリの追加または削除

上流リポジトリの追加または削除
以下のセクションの手順に従って、上流リポジトリをリポジトリに追加したり、リポジトリから上流リポ
ジトリを削除したりします。 CodeArtifact アップストリームリポジトリの詳細については、「」を参照し
てくださいでアップストリームリポジトリを操作する CodeArtifact (p. 33)。

このガイドでは、 CodeArtifact その他のリポジトリをアップストリームリポジトリとして設定する方法に
ついて説明します。npmjs.com、Nuget ギャラリー、Maven Central、PyPI などのパブリックリポジトリ
への外部接続の設定については、外部接続を追加するを参照してください。

アップストリームリポジトリを追加、または削除しま
す (コンソール)
次の手順のステップを実行し、 CodeArtifact コンソールを使用してアップストリームリポジトリとして追
加します。を使用してアップストリームリポジトリを追加する方法についてはAWS CLI、を参照してくだ
さいアップストリームリポジトリを追加、または削除します (AWS CLI) (p. 35)。

CodeArtifact コンソールを使用してアップストリームリポジトリを追加するには

1. https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/homeAWS CodeArtifact  でコンソールを開き
ます。

2. ナビゲーションペインで、Domains(ドメイン) をクリックし、リポジトリを含むドメイン名を選択し
ます。

3. リポジトリの名前を選択します。
4. [Edit] を選択します。
5. 「上流リポジトリ」で、「上流リポジトリの関連付け」を選択し、追加したいリポジトリを上流リポ

ジトリとして追加します。リポジトリは、上流のリポジトリと同じドメインにのみ追加できます。
6. [リポジトリを更新]をクリックします。

CodeArtifact コンソールを使用してアップストリームリポジトリを削除するには

1. https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/homeAWS CodeArtifact  でコンソールを開き
ます。

2. ナビゲーションペインで、Domains(ドメイン) をクリックし、リポジトリを含むドメイン名を選択し
ます。

3. リポジトリの名前を選択します。
4. [Edit] を選択します。
5. 「上流リポジトリ」で、削除する上流リポジトリのリストエントリを見つけて、「関連付け解除」を

選択します。

Important

リポジトリから上流リポジトリを削除すると、パッケージマネージャーは上流リポジトリや
その上流リポジトリ内のパッケージにアクセスできなくなります。 CodeArtifact

6. [リポジトリを更新]をクリックします。

34

https://docs.aws.amazon.com/codeartifact/latest/ug/external-connection.html
https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/home
https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/home


CodeArtifact CodeArtifact ユーザーガイド
アップストリームリポジトリを追
加、または削除します (AWS CLI)

アップストリームリポジトリを追加、または削除しま
す (AWS CLI)
AWS Command Line Interface(AWS CLI) を使用して、 CodeArtifact リポジトリを追加または削除できま
す。これを行うには、update-repositoryコマンドを使用します。そして--upstreamsパラメータを
使用して、アップストリームリポジトリを指定します。

リポジトリは、上流のリポジトリと同じドメインにのみ追加できます。

上流リポジトリを追加するには (AWS CLI)

1. まだお持ちでない場合は、でのセットアップAWSCodeArtifact (p. 4) CodeArtifactの手順に従ってを
セットアップして設定してください。AWS CLI

2. aws codeartifact update-repository--upstreamsフラグ付きのコマンドを使用して、アッ
プストリームリポジトリを追加します。

Note

update-repositoryコマンドを呼び出すと、設定されている既存のアップストリームリポ
ジトリが、--upstreamsフラグで指定されたリポジトリのリストに置き換えられます。上流
のリポジトリを追加して既存のリポジトリを残したい場合は、既存のアップストリームリポ
ジトリを呼び出しに含める必要があります。

次のコマンドは、my_repoという名前のドメインにあるリポジトリに 2 つのアップストリームリ
ポジトリを追加しますmy_domain。--upstreamsパラメータ内のアップストリームリポジトリの
順序は、リポジトリの順序によって、 CodeArtifact my_repoリポジトリからパッケージをリクエス
トする際の検索優先順位が決まります。詳細については、「アップストリームリポジトリの優先順
位 (p. 45)」を参照してください。

aws codeartifact update-repository --repository my_repo --domain my_domain --domain-
owner 111122223333 \ 
 --upstreams repositoryName=upstream-1 repositoryName=upstream-2

アウトプットには、次のようなアップストリームリポジトリが含まれます。

{ 
       "repository": { 
           "name": "my_repo", 
           "administratorAccount": "123456789012", 
           "domainName": "my_domain", 
           "domainOwner": "111122223333", 
           "arn": "arn:aws:codeartifact:us-
east-2:111122223333:repository/my_domain/my_repo", 
           "upstreams": [ 
               { 
                   "repositoryName": "upstream-1" 
               }, 
               { 
                   "repositoryName": "upstream-2" 
               } 
           ], 
           "externalConnections": [] 
       } 
   }
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上流リポジトリを削除するには (AWS CLI)

1. まだお持ちでない場合は、でのセットアップAWSCodeArtifact (p. 4) CodeArtifactの手順に従ってを
セットアップして設定してください。AWS CLI

2. リポジトリから上流のリポジトリを削除するには、update-repository--upstreamsフラグ付き
のコマンドを使用します。 CodeArtifact コマンドに提供されるリポジトリのリストは、 CodeArtifact 
そのリポジトリの新しいアップストリームリポジトリのセットになります。残しておきたい既存の
アップストリームリポジトリを含め、削除したいアップストリームリポジトリは省略します。

あるリポジトリからすべてのアップストリームリポジトリを削除するには、update-repositoryコ
マンドを使用し、引数なしで--upstreamsを含めます。以下は、my_domainという名前のドメイン
に含まれるmy_repoという名前のリポジトリからアップストリームリポジトリを削除します。

aws codeartifact update-repository --repository my_repo --domain my_domain --domain-
owner 111122223333 --upstreams

アウトプットは、upstreamsのリストが空であることを示しています。

{ 
       "repository": { 
           "name": "my_repo", 
           "administratorAccount": "123456789012", 
           "domainName": "my_domain", 
           "domainOwner": "111122223333", 
           "arn": "arn:aws:codeartifact:us-
east-2:111122223333:repository/my_domain/my_repo", 
           "upstreams": [], 
           "externalConnections": [] 
       } 
   }

CodeArtifact リポジトリをパブリックリポジトリ
Connect する

リポジトリと、https://npmjs.com または [Maven Central リポジトリ] CodeArtifact のような外部の公開リ
ポジトリ、または [Maven Central リポジトリ] のような外部の公開リポジトリ、または [Maven Central リ
ポジトリ] のような外部の公開リポジトリと、https://npmjs.comその後、リポジトリにまだ存在しない、 
CodeArtifact リポジトリからパッケージをリクエストすると、そのパッケージを外部接続から取得できま
す。これにより、アプリケーションで使用されるオープンソースの依存関係を使用できるようになりま
す。

では CodeArtifact、外部接続を使用する意図的な方法は、特定のパブリックリポジトリへの外部接続を持
つドメインごとにリポジトリを 1 つ用意することです。たとえば、npmjs.com に接続する場合、ドメイン
内の 1 つのリポジトリを npmjs.com への外部接続で設定し、他のすべてのリポジトリをその上流で設定し
ます。こうすることで、すべてのリポジトリが、npmjs.com から既に取得したパッケージを、再度取得し
て保存する手間が省けます。

トピック
• Connect リポジトリ( nal) (p. 37)
• Connect リポジトリ (CLI) (p. 37)
• サポートされている外部接続リポジトリ (p. 38)
• 外部接続を追加する (CLI) (p. 39)
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Connect リポジトリ( nal)
コンソールを使用して外部リポジトリに接続を追加すると、次のようになります。

1. -store外部リポジトリのリポジトリがまだ存在しない場合は、 CodeArtifact ドメインに作成されま
す。-storeこれらのリポジトリは、リポジトリと外部リポジトリの中間リポジトリとして機能し、複
数の外部リポジトリに接続できます。

2. -store適切なリポジトリがリポジトリの上流に追加されます。

次のリストには、-store CodeArtifact 内の各リポジトリと、それらが接続するそれぞれの外部リポジト
リが含まれています。

1. commonsware-store CommonsWare Android リポジトリに接続されています。
2. google-android-storeグーグルアンドロイドに接続されています。
3. gradle-plugins-storeGradle プラグインに接続されています。
4. maven-central-storeMaven Central リポジトリ
5. clojars-storeClojars リポジトリに接続されています。
6. npm-storenpmjs.com に接続されています。
7. nuget-storeは nuget.org に接続されています。
8. pypi-storePython パッケージングオーソリティに接続されています。

外部リポジトリ (nal)

1. https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/homeAWS CodeArtifact  でコンソールを開き
ます。

2. ナビゲーションペインで、Domains(ドメイン) をクリックし、リポジトリを含むドメイン名を選択し
ます。

3. リポジトリの名前を選択します。
4. [Edit] を選択します。
5. 「アップストリームリポジトリ」で、「アップストリームリポジトリの関連付け」を選択し、-

storeアップストリームとして接続されている適切なリポジトリを追加します。
6. [リポジトリを更新]をクリックします。

-storeリポジトリがアップストリームリポジトリとして追加されると、リポジトリに接続されているパッ
ケージマネージャーは、 CodeArtifact それぞれの外部リポジトリからパッケージを取得できます。

Connect リポジトリ (CLI)
AWS CLI CodeArtifact を使用して外部接続をリポジトリに直接追加することで、リポジトリを外部リポ
ジトリに接続できます。これにより、 CodeArtifact リポジトリまたはその下流リポジトリに接続している
ユーザーは、設定された外部リポジトリからパッケージを取得できます。 CodeArtifact リポジトリに設定
できる外部接続はひとつのみです。

特定のパブリックリポジトリへの外部接続を持つドメインごとに 1 つのリポジトリを用意することをお勧
めします。他のリポジトリをパブリックリポジトリに接続するには、外部接続のリポジトリを上流として
追加します。あなたまたはドメイン内の誰かがすでにコンソールで外部接続を設定している場合、そのド
メインには、-store接続したいパブリックリポジトリへの外部接続を持つリポジトリが既にある可能性が
あります。-storeリポジトリとコンソールとの接続の詳細については、を参照してくださいConnect リポ
ジトリ( nal) (p. 37)。
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CodeArtifact リポジトリに外部接続を追加( nal)

• associate-external-connectionを使用して外部接続を追加できます。次の例では、リポジトリ
を npm パブリックレジストリ npmjs.com に接続します。サポートされている外部リポジトリのリス
トについては、を参照してくださいサポートされている外部接続リポジトリ (p. 38)。

aws codeartifact associate-external-connection --external-connection public:npmjs \ 
    --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo

出力例:

{ 
    "repository": { 
        "name": my_repo
        "administratorAccount": "123456789012", 
        "domainName": "my_domain", 
        "domainOwner": "111122223333", 
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-
west-2:111122223333:repository/my_domain/my_repo", 
        "description": "A description of my_repo", 
        "upstreams": [], 
        "externalConnections": [ 
            { 
                "externalConnectionName": "public:npmjs", 
                "packageFormat": "npm", 
                "status": "AVAILABLE" 
            } 
        ] 
    }
}

外部接続を追加した後、外部接続からのパッケージのリクエスト (p. 42)外部接続を使用して外部リポジ
トリからパッケージをリクエストする方法については、を参照してください。

サポートされている外部接続リポジトリ
CodeArtifact は、次の公開リポジトリへの外部接続をサポートしています。 CodeArtifact CLI を使用
して外部接続を指定するには、associate-external-connectionコマンドを実行するときの、--
external-connectionパラメータの [名前] の列の値を使用します。

リポジトリタイプ 説明 [Name] (名前)

npm npm 公開レジストリ public:npmjs

Python (パイソン) Python パッケージインデックス public:pypi

Maven (メイヴン) Maven Central public:maven-central

Maven (メイヴン) Google Android リポジトリ public:maven-
googleandroid

Maven (メイヴン) Gradle プラグインリポジトリ public:maven-
gradleplugins

Maven (メイヴン) CommonsWare Android リポジトリ public:maven-
commonsware

Maven (メイヴン) Clojarsのリポジトリ public:maven-clojars
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リポジトリタイプ 説明 [Name] (名前)

NuGet NuGet ギャラリー public:nuget-org

外部接続を追加する (CLI)
associate-external-connectionのコマンドを使用して追加された外部接続を削除するにはAWS 
CLI、を使用しますdisassociate-external-connection。

aws codeartifact disassociate-external-connection --external-connection public:npmjs \ 
    --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo

出力例:

{ 
    "repository": { 
        "name": my_repo
        "administratorAccount": "123456789012", 
        "domainName": "my_domain", 
        "domainOwner": "111122223333", 
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/my_domain/my_repo", 
        "description": "A description of my_repo", 
        "upstreams": [], 
        "externalConnections": [] 
    }
}

アップストリームリポジトリを持つパッケージバー
ジョンのリクエスト

クライアント (例:npm) が、 CodeArtifact 複数のアップストリームリポジトリを持つリポジトリからパッ
ケージバージョンをリクエストすると、my_repo以下のことが起こります：

• リクエストされたパッケージバージョンがmy_repoに含まれる場合、クライアントにリターンされま
す。

• my_repoリクエストされたパッケージバージョンが含まれない場合 CodeArtifact、my_repoアップス
トリームリポジトリでそれを検索します。パッケージバージョンが見つかると、そのバージョンへのリ
ファレンスがmy_repoにコピーされます、そしてパッケージのバージョンがクライアントに返されま
す。

• my_repoにもそのアップストリームリポジトリにもパッケージバージョンがない場合、HTTP404Not 
Foundレスポンスがクライアントには返されます。

create-repositoryまたはupdate-repositoryコマンドを使ってアップストリームリポジトリを追加
した場合、--upstreamsパラメータに渡された順番によって、パッケージバージョンがリクエストされた
時の優先順位が決まります。パッケージバージョンがリクエストされた時、 CodeArtifact 使用したい順番
で upstreamリポジトリを指定します。--upstreams詳細については、「アップストリームリポジトリの
優先順位 (p. 45)」を参照してください。

1 つのリポジトリに許可される直接アップストリームリポジトリの最大数は10です。 CodeArtifact 直接上
流のリポジトリは独自の直接上流リポジトリを持つこともできるので、10 個以上のリポジトリでパッケー
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ジバージョンを検索できます。 CodeArtifact パッケージバージョンがリクエストされた時に検索するリポ
ジトリの最大数は25です。

アップストリームリポジトリからのパッケージの保持
リクエストされたパッケージバージョンが、アップストリームリポジトリで見つかった場合、そのバー
ジョンのリファレンスは保持され、ダウンストリームリポジトリから常時利用できます。保持されたパッ
ケージバージョンは、次のいずれの影響も受けません:

• アップストリームリポジトリの削除。
• アップストリームリポジトリのダウンストリームリポジトリからの切断。
• アップストリームリポジトリからのパッケージバージョンの削除。
• アップストリームリポジトリのパッケージバージョンの編集（例えば、新しいアセットを追加するな

ど）。

アップストリームの関係を通じてパッケージを取得す
る
CodeArtifact リポジトリに外部接続を持つリポジトリとのアップストリーム関係がある場合、アップスト
リームリポジトリにないパッケージのリクエストは外部リポジトリからコピーされます。例えば、次の設
定を考えてみます。repo-Aという名前のリポジトリが、repo-Bという名のアップストリームリポジトリ
を持っています。repo-Bは https://npmjs.comに外部接続しています。

もしnpmがrepo-Aリポジトリを使用するよう設定されていた場合、npm installの実行によりhttps:// 
npmjs.comからrepo-Bへのパッケージのコピーが開始されます。インストールされているバージョン
もrepo-Aプルされます。次の例では、lodashがインストールされます。

$ npm config get registry
https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/npm/my-downstream-
repo/
$ npm install lodash
+ lodash@4.17.20
added 1 package from 2 contributors in 6.933s

npm installの実行後、repo-A には最新バージョン (lodash 4.17.20)のみが含まれますが、その理
由はそのバージョンがrepo-Aからnpmにより取得されたためです。

aws codeartifact list-package-versions --repository repo-A --domain my_domain \ 
            --domain-owner 111122223333 --format npm --package lodash

出力例:

{ 
    "package": "lodash", 
    "format": "npm", 
    "versions": [ 
        { 
            "version": "4.17.15", 
            "revision": "REVISION-1-SAMPLE-6C81EFF7DA55CC", 
            "status": "Published" 
        } 
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    ]
}

repo-Bはhttps://npmjs.comに外部接続するため、https://npmjs.comからインポートされるすべてのパッ
ケージバージョンはrepo-Bに保存されます。これらのパッケージバージョンは、repo-Bとのアップスト
リーム関係を持つ任意のダウンストリームリポジトリによって取得されている可能性があります。

repo-Bのコンテンツは、https://npmjs.comからインポートされたすべてのパッケージとパッケージバー
ジョンを段階的に確認する方法を紹介します。例えば、段階的にインポートされたlodashパッケージのす
べてのバージョンを見るためには、以下のようにlist-package-versionsを使用します。

aws codeartifact list-package-versions --repository repo-B --domain my_domain \ 
            --domain-owner 111122223333 --format npm --package lodash --max-results 5

出力例:

{ 
    "package": "lodash", 
    "format": "npm", 
    "versions": [ 
        { 
            "version": "0.10.0", 
            "revision": "REVISION-1-SAMPLE-6C81EFF7DA55CC", 
            "status": "Published" 
        }, 
        { 
            "version": "0.2.2", 
            "revision": "REVISION-2-SAMPLE-6C81EFF7DA55CC", 
            "status": "Published" 
        }, 
        { 
            "version": "0.2.0", 
            "revision": "REVISION-3-SAMPLE-6C81EFF7DA55CC", 
            "status": "Published" 
        }, 
        { 
            "version": "0.2.1", 
            "revision": "REVISION-4-SAMPLE-6C81EFF7DA55CC", 
            "status": "Published" 
        }, 
        { 
            "version": "0.1.0", 
            "revision": "REVISION-5-SAMPLE-6C81EFF7DA55CC", 
            "status": "Published" 
        } 
    ], 
    "nextToken": "eyJsaXN0UGFja2FnZVZlcnNpb25zVG9rZW4iOiIwLjIuMiJ9"
}

中間リポジトリでのパッケージの保持
CodeArtifact アップストリームリポジトリを連結できます。例えば、repo-Aはrepo-Bを、repo-
Bはrepo-Cをアップストリームとして持つことができます。この設定により、repo-Bとrepo-Cにある
パッケージバージョンがrepo-Aから入手可能になります。

パッケージマネージャがリポジトリrepo-Aに接続し、リポジトリrepo-Cからパッケージバージョンを
取得する場合、そのパッケージバージョンはリポジトリrepo-Bに保持されません。パッケージバージョ
ンは、最も下流のリポジトリにのみ保持されます、この例では、repo-Aにのみ保持されます。中間リ

41

https://npmjs.com
https://npmjs.com
https://npmjs.com


CodeArtifact CodeArtifact ユーザーガイド
外部接続からのパッケージのリクエスト

ポジトリには保持されません。これは、長いチェーンにも当てはまります。例えば、repo-A、repo-
B、repo-Cおよびrepo-Dという4 つのリポジトリがあり、repo-Aに接続しているパッケージマネージャ
が、repo-Dからパッケージバージョンを取得した場合、そのパッケージバージョンはrepo-Aに保持され
ますが、repo-Bまたrepo-Cには保持されません。

パッケージ保持に関する動作は、外部リポジトリからパッケージバージョンをプルする場合と同様です
が、パッケージバージョンは常に外部接続を持つリポジトリに保持されます。例えば、repo-Aはアッ
プストリームとしてrepo-Bを持っているとします。repo-Bはrepo-Cをアップストリームとして持
ち、repo-Cはnpmjs.comを外部接続として持っています。次の図を参照してください。

repo-Aに接続しているパッケージマネージャが、例えばlodash 4.17.20というパッケージバージョ
ンをリクエストし、そのパッケージバージョンが 3つのリポジトリのいずれにも存在しない場合
は、npmjs.comから取得されます。lodash4.17.20が取得された場合、最も下流のリポジトリとするrepo-
Aと、npmjs.com への外部接続があるとするrepo-Cに保持されます。lodash4.17.20は中間リポジトリであ
る repo-Bには保持されません。

外部接続からのパッケージのリクエスト
以下のセクションでは、外部接続からパッケージをリクエストする方法と、 CodeArtifact パッケージをリ
クエストするときに予想される動作について説明します。

トピック
• 外部接続からパッケージを取得する (p. 42)
• 接続レイテンシーの短縮 (p. 43)
• CodeArtifact 外部リポジトリが利用できない場合の (p. 44)
• 新しいパッケージバージョンの入手可能性 (p. 44)
• 複数のアセットを含むパッケージバージョンのインテンシーの短縮 (p. 44)

外部接続からパッケージを取得する
で説明されているようにパッケージをリポジトリに追加した後に外部接続からパッケージを取得するには
CodeArtifact リポジトリをパブリックリポジトリConnect する (p. 36)、 CodeArtifactリポジトリを使用
するようにパッケージマネージャーを設定し、パッケージをインストールします。

Note

以下の説明ではnpm、「」を使用して、他のパッケージタイプの設定および使用方法を確認する
には CodeArtifact Mavenで使う (p. 115)、を使用するCodeArtifactとNuGet (p. 139)、またはを
参照してくださいPythonCodeArtifact での使用 (p. 108)。

外部接続からパッケージを取得するには

1. CodeArtifact パッケージマネージャーをリポジトリで設定して認証します。npm では、次の aws 
codeartifact login コマンドを使用します。

aws codeartifact login --tool npm --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repo

2. 公開リポジトリからパッケージをリクエストします。についてはnpm、npm install次のコマンドを
使用して、lodash をインストールするパッケージに置き換えます。
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npm install lodash

3. CodeArtifact パッケージがリポジトリにコピーされたら、list-packageslist-package-
versionsおよびコマンドで表示します。

aws codeartifact list-packages --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repo

出力例:

{ 
    "packages": [ 
        { 
            "format": "npm", 
            "package": "lodash" 
        } 
    ]
}

list-package-versionsコマンドは、 CodeArtifact リポジトリにコピーされたパッケージのすべ
てのバージョンを一覧表示します。

aws codeartifact list-package-versions --domain my_domain --domain-owner 111122223333
 --repository my_repo --format npm --package lodash

出力例:

{ 
    "defaultDisplayVersion: "1.2.5" 
    "format": "npm", 
    "package": "lodash", 
    "namespace": null, 
    "versions": [ 
        { 
            "version": "1.2.5",  
            "revision": "REVISION-1-SAMPLE-6C81EFF7DA55CC", 
            "status": "Published" 
        } 
    ]
}

接続レイテンシーの短縮
外部接続を使用してパブリックリポジトリからパッケージを取得する場合、 CodeArtifact パッケージがパ
ブリックリポジトリからフェッチされてからリポジトリに保存されるまでに遅延が生じます。たとえば、
で説明されているように、npm パッケージ「lodash」のバージョン 1.2.5 をインストールしたとします外
部接続からパッケージを取得する (p. 42)。npm install lodashlodash コマンドは正常に完了しま
したが、 CodeArtifact パッケージバージョンがまだリポジトリに表示されていない可能性があります。通
常、パッケージバージョンがリポジトリに表示されるまでに約 3 分かかりますが、それ以上かかることも
あります。

この遅延のため、パッケージバージョンを正常に取得できたとしても、 CodeArtifact ListPackages コン
ソールまたはおよび ListPackageVersions API オペレーションを呼び出すときに、リポジトリ内のバー
ジョンをまだ確認できない場合があります。パッケージバージョンを非同期で永続化すると、コンソール
と API リクエストで表示されます。 CodeArtifact
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CodeArtifact 外部リポジトリが利用できない場合の
場合によっては、外部リポジトリが停止することがあります。つまり、 CodeArtifact パッケージを取得
できないか、パッケージの取得が通常よりはるかに遅くなっているということです。これが発生すると、
パッケージバージョンはすでに外部リポジトリからプルされています (例:npmjs.com)、 CodeArtifact リポ
ジトリに保存されているものは、引き続きダウンロードできます CodeArtifact。ただし、まだ保存されて
いないパッケージは、そのリポジトリへの外部接続が設定されている場合でも、 CodeArtifact 利用できな
い場合があります。たとえば、 CodeArtifact リポジトリには、これまでアプリケーションで使用していた 
npmlodash 4.17.19  パッケージのバージョンが含まれているかも知れません。にアップグレードする
場合4.17.20、通常 CodeArtifact npmjs.com から新しいバージョンを取得して、 CodeArtifact リポジトリ
に保存します。ただし、npmjs.com 停止が発生していると、この新しいバージョンは利用できません。唯
一の回避策は、npmjs.com が回復してから後でもう一度やり直すことです。

外部リポジトリの停止は、新しいパッケージバージョンの公開にも影響する可能性があります 
CodeArtifact。 CodeArtifact 外部接続が設定されたリポジトリでは、外部リポジトリにすでに存在するパッ
ケージバージョンの公開を許可しません。詳細については、「パッケージの概要 (p. 49)」を参照して
ください。ただし、まれに外部リポジトリの停止により、 CodeArtifact up-to-date 外部リポジトリに存在
するパッケージとパッケージのバージョンに関する情報を持っていないことがまれに発生します。この場
合、 CodeArtifact 通常拒否するパッケージバージョンの公開を許可することがあります。

新しいパッケージバージョンの入手可能性
npmjs.com CodeArtifact などの公開リポジトリ内のパッケージバージョンをリポジトリから使用できるよ
うにするには、まずこれをリージョンパッケージのメタデータキャッシュに追加する必要があります。こ
のキャッシュは各 CodeArtifact AWSリージョンによってそれぞれ保持されており、サポートされている公
開リポジトリの内容を説明するメタデータが含まれています。このキャッシュのために、新しいパッケー
ジバージョンが公開リポジトリに公開されてから、公開リポジトリから利用可能になるまでの間に、遅延
が生じます CodeArtifact。この遅延は、パッケージの種類によって異なります。

npm、Python、および NuGet パッケージの場合、新しいパッケージバージョンが npmjs.com、pypi.org 
または nuget.org に公開されてから、 CodeArtifact リポジトリからインストールできるようになるまで、
最大 30 分の遅延が発生することがあります。 CodeArtifact キャッシュが最新であることを確認するため
に、これらのふたつのリポジトリからのメタデータを自動的に同期します。

Maven パッケージの場合、新しいパッケージバージョンが公開リポジトリに公開されてから、リポジト
リからインストールできるようになるまで、最大 3 時間の遅延が発生することがあります。 CodeArtifact 
CodeArtifact 最大で 3 時間に一回、パッケージの新しいバージョンをチェックします。3 時間のキャッ
シュライフタイムが終了した後に、指定されたパッケージ名に対する最初のリクエストは、そのパッケー
ジのすべての新しいバージョンをリージョンキャッシュにインポートすることです。

一般的に使用されている Maven パッケージの場合、通常 3 時間ごとに新しいバージョンがインポートさ
れます。リクエストの頻度が高いため、キャッシュの有効期間が終了するとすぐにキャッシュが更新さ
れることがよくあります。使用頻度の低いパッケージの場合、 CodeArtifactリポジトリからパッケージの
バージョンが要求されるまで、キャッシュは最新バージョンを持ちません。最初のリクエストでは、以
前にインポートされたバージョンのみが使用可能になりますが CodeArtifact、このリクエストによって
キャッシュが更新されます。その後のリクエストにより、パッケージの新しいバージョンがキャッシュに
追加され、ダウンロードできるようになります。

複数のアセットを含むパッケージバージョンのインテ
ンシーの短縮
Maven パッケージと Python パッケージはどちらも、パッケージバージョンごとに複数のアセットを持つ
ことができます。これにより、これらの形式のパッケージのインポートは、 NuGet パッケージバージョ
ンごとにアセットが 1 つしかないnpmやパッケージよりも複雑になります。これらのパッケージタイプ
用にインポートされるアセットと、新しく追加されたアセットを利用できるようにする方法については、
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「」アップストリームと外部接続からの Python パッケージのリクエスト (p. 112) および「」を参照して
くださいアップストリームと外部接続から Maven パッケージをリクエストする (p. 136)。

アップストリームリポジトリの優先順位
1つ以上のアップストリームリポジトリを持つリポジトリからパッケージバージョンをリクエストする場
合、その優先順位は、create-repositoryまたはupdate-repositoryコマンドを実行する際にリス
トアップされた順番に対応します。要求されたパッケージバージョンが見つかると、すべてのアップスト
リームリポジトリを検索する前に検索は停止します。詳細については、「アップストリームリポジトリを
追加、または削除します (AWS CLI) (p. 35)」を参照してください。

優先順位を表示するには describe-repositoryコマンドを実行します。

aws codeartifact describe-repository --repository my_repo --domain my_domain --domain-
owner 111122223333

結果は次のとおりになります。これは、アップストリームリポジトリの優先順位が、まずupstream-1、
次が upstream-2、最後がupstream-3であることを示しています。

{ 
    "repository": { 
        "name": "my_repo", 
        "administratorAccount": "123456789012", 
        "domainName": "my_domain", 
        "domainOwner": "111122223333", 
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-east-1:111122223333:repository/my_domain/my_repo", 
        "description": "My new repository", 
        "upstreams": [ 
            { 
                "repositoryName": "upstream-1" 
            }, 
            { 
                "repositoryName": "upstream-2" 
            }, 
            { 
                "repositoryName": "upstream-3" 
            } 
        ], 
        "externalConnections": [] 
    }
}

簡単な優先順位の例
次の図では、my_repoリポジトリには 3 つのアップストリームリポジトリがあります。アップストリーム
リポジトリの優先順位は、upstream-1、upstream-2、upstream-3の順です。

my_repoでのパッケージバージョンのリクエストでは、それが見つかるか、またはHTTP404 Not 
Foundレスポンスがクライアントに返されるまで、次の順序でリポジトリを検索します。

1. my_repo
2. upstream-1
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3. upstream-2
4. upstream-3

パッケージバージョンが見つかると、すべてのアップストリームリポジトリでの検索が終了して
いなくても、検索は停止します。例えば、パッケージバージョンがで見つかった場合、検索は停
止しupstream-1、検索は停止し、検索は停止し、 CodeArtifact upstream-3検索は停止しま
す。upstream-2

AWS CLIコマンドlist-package-versionsを使用してmy_repoのパッケージバージョンをリストアッ
プしようとすると、my_repoの内部しか検索しません。アップストリームリポジトリのパッケージバー
ジョンはリストアップされません。

複雑な優先順位の例
アップストリームリポジトリに独自のアップストリームリポジトリがある場合、次のアップストリー
ムリポジトリに移動する前に、同じロジックを使用してパッケージバージョンを検索します。例え
ば、my_repoリポジトリにはA とBの2つのアップストリームリポジトリがあるとします。リポジトリAに
アップストリームリポジトリがある場合、my_repoにあるパッケージバージョンのリクエストは、最初
にmy_repo、次にAを検索し、それからAのアップストリームリポジトリを検索する、というように続きま
す。

次の図では、my_repoリポジトリにアップストリームリポジトリが含まれています。アップストリームリ
ポジトリAには、アップストリームリポジトリが2つあり、Dにはアップストリームリポジトリが1つありま
す。図内の同じレベルにあるアップストリームリポジトリは、優先順位が左から右に表示されます。(リポ
ジトリAはリポジトリBより優先順位が高く、リポジトリCはリポジトリDより優先順位が高い)。

この例では、my_repoでのパッケージバージョンのリクエストで、それが見つかるか、または、パッケー
ジマネージャが HTTP404Not Foundレスポンスをクライアントに返すまで、次の順序でリポジトリを検
索します。

1. my_repo
2. A
3. C
4. D
5. E
6. B

アップストリームリポジトリでの API 動作
CodeArtifact アップストリームリポジトリに接続されているリポジトリで特定のAPIを呼び出すと、パッ
ケージまたはパッケージバージョンがターゲットリポジトリかアップストリームリポジトリに格納されて
いるかどうかによって、動作が異なる場合があります。これらのAPIの動作については、こちらを参照し
てください。
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API の詳細については、 CodeArtifact CodeArtifact API リファレンスをご覧ください。

パッケージやパッケージバージョンを参照するほとんどのAPIは、指定されたパッケージバージョンが
ターゲットリポジトリに存在しない場合、ResourceNotFoundエラーを返します。これは、パッケージ
またはパッケージバージョンがアップストリームリポジトリに存在する場合にも当てはまります。実際に
は、これらのAPIを呼び出すとき、アップストリームリポジトリは無視されます。それらのAPIは次のとお
りです:

• DeletePackageVersions
• DescribePackageVersion
• GetPackageVersionAsset
• GetPackageVersionReadme
• ListPackages
• ListPackageVersionAssets
• ListPackageVersionDependencies
• ListPackageVersions
• UpdatePackageVersionsStatus

この動作を確認するには、target-repoとupstream-repoの2つのリポジトリがあります:target-
repoは空で、アップストリームリポジトリとして設定されているupstream-repoを持っていま
す。upstream-repoにはnpmパッケージlodashが含まれます。

lodashパッケージを含むupstream-repo上にある DescribePackageVersionAPIを呼び出すと、次の
結果が得られます。

{ 
    "packageVersion": { 
        "format": "npm", 
        "packageName": "lodash", 
        "displayName": "lodash", 
        "version": "4.17.20", 
        "summary": "Lodash modular utilities.", 
        "homePage": "https://lodash.com/", 
        "sourceCodeRepository": "https://github.com/lodash/lodash.git", 
        "publishedTime": "2020-10-14T11:06:10.370000-04:00", 
        "licenses": [ 
            { 
                "name": "MIT" 
            } 
        ], 
        "revision": "Ciqe5/9yicvkJT13b5/LdLpCyE6fqA7poa9qp+FilPs=", 
        "status": "Published" 
    } 
       

空でありながらupstream-repoアップストリームとして設定されているを持つtarget-repoで同じ API
を呼び出すと、以下の結果が得られます。

An error occurred (ResourceNotFoundException) when calling the DescribePackageVersion 
 operation:  
Package not found in repository. RepoId: repo-id, Package = 
 PackageCoordinate{packageType=npm, packageName=lodash},

CopyPackageVersionsAPIの動作は異なります。デフォルトでは、CopyPackageVersionsAPI は、
ターゲットリポジトリに格納されているパッケージバージョンのみをコピーします。パッケージバージョ
ンがアップストリームリポジトリに格納されているが、ターゲットリポジトリには保存されていない場
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合、コピーされません。アップストリームリポジトリにのみ格納されているパッケージのパッケージバー
ジョンを含めるには、APIリクエストのincludeFromUpstreamの値をtrueにセットします。

CopyPackageVersionsAPIの詳細については、リポジトリ間でのパッケージのコピー (p. 62) を参照
してください。
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でのパッケージの操作CodeArtifact
このトピックでは、CodeArtifact CLI と API を使用してパッケージを一覧表示、削除、および検索する方
法について説明します。

トピック
• パッケージの概要 (p. 49)
• パッケージ名を一覧表示する (p. 52)
• パッケージバージョンを一覧表示する (p. 57)
• パッケージバージョンのアセットを一覧表示する (p. 60)
• パッケージバージョンアセットのダウンロード (p. 61)
• リポジトリ間でのパッケージのコピー (p. 62)
• パッケージを削除する (p. 67)
• パッケージのバージョンの詳細と依存関係の表示および更新 (p. 70)
• パッケージバージョンのステータスの更新 (p. 73)
• パッケージオリジンコントロールの編集 (p. 79)

パッケージの概要
[パッケージ] とは、依存関係の解決とソフトウェアのインストールに必要なソフトウェアとメタデータの
バンドルです。ではCodeArtifact、パッケージは、パッケージ名、[@typesin@types/node] とオプショ
ンの [名前空間 (p. 2)] とパッケージバージョンのセット、およびnpmタグなどのパッケージレベルのメタ
データで構成されます。

目次
• サポートされるパッケージ形式 (p. 49)
• メッセージの公開 (p. 49)

• 公開許可 (p. 50)
• パッケージアセットの上書き (p. 50)
• プライベートパッケージと公開リポジトリ (p. 50)
• パッチが適用されたパッケージバージョンの公開 (p. 50)
• 公開時のアセットサイズ制限 (p. 51)
• 公開レイテンシー時間 (p. 51)

• パッケージバージョンのステータス (p. 51)
• Package 名、パッケージバージョン、およびアセット名の正規化 (p. 52)

サポートされるパッケージ形式
AWSCodeArtifactnpm (p. 96)、PyPI (p. 108)、Maven NuGet (p. 139) (p. 115)、および一般的な
パッケージ形式をサポートしています (p. 149)。

メッセージの公開
、、、、npmなどのツールを使用して、CodeArtifactサポートされている任意のパッケージ形式の新しい
バージョンをリポジトリに公開できます (p. 49)dotnet。twineMavenGradlenuget
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公開許可
AWS Identity and Access Management(IAM) ユーザーまたはロールには、宛先リポジトリに公開するアク
セス許可が必要です。パッケージの公開には、以下のアクセス許可が必要です。

• Maven: codeartifact:PublishPackageVersionそしてcodeartifact:PutPackageMetadata
• npmcodeartifact:PublishPackageVersion
• NuGet:codeartifact:PublishPackageVersion とcodeartifact:ReadFromRepository
• パイソン:codeartifact:PublishPackageVersion
• ジェネリック:codeartifact:PublishPackageVersion

前述のアクセス権限リストで
は、IAMpackagecodeartifact:PublishPackageVersioncodeartifact:PutPackageMetadata
ポリシーでおよび権限のリソースを指定する必要があります。ま
た、repositorycodeartifact:ReadFromRepository権限の対象となるリソースも指定する必要があ
ります。

の権限の詳細についてはCodeArtifact、を参照してくださいAWSCodeArtifact権限リファレン
ス (p. 185)。

パッケージアセットの上書き
別のコンテンツで既に存在するパッケージアセットを再公開することはできません。たとえば、JAR ア
セット mypackage-1.0.jarを持つ Maven パッケージをすでに公開したとします。古いアセットの
チェックサムと新しいアセットのチェックサムが同一である場合にのみ、そのアセットを再度公開できま
す。新しいコンテンツで同じアセットを再公開するには、最初にdelete-package-versionsコマンドを使っ
てパッケージバージョンを削除してください。異なるコンテンツで同じアセット名を再公開しようとする
と、HTTP 409 の競合エラーが発生します。

複数のアセット (Generic、PyPI、Maven) をサポートするパッケージ形式の場合、必要なアクセス許可を
持っていれば、既存のパッケージバージョンに異なる名前の新しいアセットを追加できます。ジェネリッ
クパッケージの場合、Unfinishedパッケージバージョンが同じ状態である限り、新しいアセットを追加
できます。npm はパッケージバージョンごとにひとつのアセットしかサポートしないため、公開された
パッケージバージョンを何らかの方法で変更するには、まず、delete-package-versionsを使用してそれを
削除する必要があります。

すでに存在するアセットを再公開しようとした場合（たとえば、mypackage-1.0.jar) 、公開されたア
セットと新規アセットの内容が同じである場合、操作が冪等であるため、この操作は成功します。

プライベートパッケージと公開リポジトリ
CodeArtifactCodeArtifactリポジトリに保存されているパッケージを npmjs.com や Maven Central などの公
開リポジトリに公開しません。CodeArtifactCodeArtifact公開リポジトリからリポジトリにパッケージをイ
ンポートしますが、パッケージを別の方向に移動することはありません。CodeArtifactリポジトリに公開し
たパッケージは非公開のままであり、AWSアクセス権を付与したアカウント、ロール、およびユーザーに
のみ利用可能です。

パッチが適用されたパッケージバージョンの公開
場合によっては、公開リポジトリで利用可能な変更パッケージバージョンを公開したい場合があります。
たとえば、mydep 1.1という重要なアプリケーション依存関係にバグが見つかった場合、パッケージベ
ンダーがその変更をレビューして承認できるよりも早く修正する必要があるとしましょう。前述のよう
に、CodeArtifactリポジトリがアップストリームのリポジトリと外部接続を介して、CodeArtifactリポジト
リから到達可能な場合、CodeArtifactリポジトリで公開を防ぎます。mydep 1.1
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この問題を回避するには、CodeArtifact公開リポジトリに到達できない別のリポジトリにパッケージバー
ジョンを公開します。次に、copy-package-versions API を使用して、mydep 1.1パッチが適用され
たバージョンのを、CodeArtifact使用先のリポジトリにコピーします。

公開時のアセットサイズ制限
公開できるパッケージアセットの最大サイズは、のクォータAWSCodeArtifact (p. 205)に示すアセット
ファイルサイズの最大クォータによって制限されます。たとえば、現在のアセットファイルサイズの最大
クォータよりも大きい Maven JAR または Python ホイールを公開することはできません。より大きなア
セットを保管する必要がある場合はCodeArtifact、クォータの増額をリクエストしてください。

アセットファイルサイズの最大クォータに加えて、npm パッケージの公開リクエストの最大サイズは 2 
GB です。この制限は、アセットファイルサイズの最大クォータとは無関係であり、クォータを増やして
も増やすことはできません。npm 公開リクエスト (HTTP PUT) では、パッケージメタデータと npm パッ
ケージ tar アーカイブのコンテンツがバンドルされます。このため、公開できる npm パッケージの実際の
最大サイズは、含まれるメタデータのサイズによって異なります。

Note

公開されている npm パッケージの最大サイズは 2 GB 未満に制限されています。

公開レイテンシー時間
CodeArtifactリポジトリに公開されたPackage バージョンは、多くの場合、1 秒未満でダウンロードできま
す。たとえば、npm パッケージバージョンをCodeArtifact with に公開した場合npm publish、そのバー
ジョンは 1npm install 秒以内にコマンドで使用できるようになるはずです。ただし、公開には一貫性
がなく、時間がかかることがあります。公開後すぐにパッケージバージョンを使用する必要がある場合
は、再試行してダウンロードが確実であることを確認してください。たとえば、パッケージバージョンを
公開した後、公開したばかりのパッケージバージョンが最初のダウンロード試行で最初に使用できない場
合は、ダウンロードを最大 3 回繰り返します。

Note

通常、パブリックリポジトリからパッケージバージョンをインポートすると、公開よりも時間が
かかります。詳細については、「接続レイテンシーの短縮 (p. 43)」を参照してください。

パッケージバージョンのステータス
CodeArtifactのすべてのパッケージバージョンには、パッケージバージョンの現在の状態と使用可用性を示
すステータスがあります。AWS CLIと SDK でパッケージのバージョンのステータスを変更することが出
来ます。詳細については、「パッケージバージョンのステータスの更新 (p. 73)」を参照してください。

パッケージバージョンのステータスに設定できる値は以下の通りです。

• [公開] — パッケージバージョンは正常に公開され、パッケージマネージャを使用してリクエストできま
す。パッケージバージョンは、の出力など、npm view <package-name> versionsパッケージマ
ネージャに返されるリストなどに含まれます。パッケージバージョンのすべてのアセットは、リポジト
リから入手できます。

• 未完了 — クライアントはパッケージバージョンの 1 つ以上のアセットをアップロードしました
が、Publishedそれをステートに移行してファイナライズしていません。現在、ジェネリックバージョ
ンと Maven パッケージのバージョンのみが [のステータス]Unfinished になり得ます。Maven パッ
ケージの場合、これはクライアントがパッケージバージョンのひとつ以上のアセットをアップロード
しながら、maven-metadata.xmlそのバージョンを含むパッケージのファイルを公開しないときに発
生します。Maven パッケージのバージョンが Unfinished の場合、クライアントに返されるバージョン
リストには含まれないためgradle、ビルドの一部として使用することはできません。mvnジェネリッ
クパッケージは、PublishPackageVersionAPIunfinished を呼び出すときにフラグを指定すること
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で、Unfinished意図的にその状態を維持できます。ジェネリックパッケージは、unfinishedフラグ
を省略するか、UpdatePackageVersionsStatusAPIPublished を呼び出すことで状態に変更できます。

• [一覧表示されていない] — パッケージバージョンのアセットはリポジトリからダウンロードできます
が、パッケージバージョンはパッケージマネージャに返されるバージョンのリストには含まれません。
たとえば、npm パッケージの場合、npm view <package-name> versionsの出力はパッケージバー
ジョンは含まれません。つまり、npm の依存関係解決論理は、使用可能なバージョンのリストに表示
されないため、パッケージのバージョンを選択しません。ただし、[一覧表示されていない] パッケージ
バージョンがすでにすべてのnpm package-lock.jsonファイルで参照されていれば、npm ciの実行
時などに、ダウンロードしてインストールできます。

• [アーカイブ済み] — パッケージのバージョンのアセットはこれ以降ダウンロードできません。パッケー
ジバージョンは、パッケージマネージャに返されるバージョンのリストには含まれません。アセットが
使用できないため、クライアントによるパッケージバージョンの使用はブロックされます。アプリケー
ションのビルドが、[アーカイブ済み] に更新されたバージョンに依存している場合、パッケージのバー
ジョンがローカルにキャッシュされていないと仮定されるため、構築は中断されます。アーカイブさ
れたパッケージバージョンはリポジトリにまだ存在するため、パッケージマネージャーやビルドツール
を使用して再公開することはできませんが、UpdatePackageVersionsStatusAPI を使用してパッケージ
バージョンのステータスを [非公開] または [公開済み] に戻すことができます。

• [開放済み] — パッケージバージョンはリストに表示されず、アセットをリポジトリからダウンロー
ドできません。[開放済み] と [アーカイブ済み] ステータスの主な違いは、[開放済み] のステータス場
合、CodeArtifactパッケージバージョンのアセットはによって完全に削除されることです。このため、
パッケージバージョンを[開放済み] から[アーカイブ済み]、[一覧表示されていない]、または [公開] に移
動することはできません。アセットが削除されているため、パッケージバージョンはこれ以降使用でき
ません。パッケージバージョンが [開放済み] としてマークされた後では、パッケージアセットの保存を
これ以降請求できなくなります。

list-package-versions--statusパラメータなしで呼び出すと、すべてのステータスのPackage バージョン
がデフォルトで返されます。

前述の状態とは別に、パッケージバージョンを DeletePackageVersionsAPI で削除することもできます。
いったん削除すると、パッケージバージョンはリポジトリ内に存在しなくなり、パッケージマネージャま
たはビルドツールを使用して、そのパッケージバージョンを自由に再公開できます。パッケージバージョ
ンが [開放済み] としてマークされた後では、パッケージアセットの保存をこれ以降請求できなくなりま
す。

Package 名、パッケージバージョン、およびアセット
名の正規化
CodeArtifactは、保存する前にパッケージ名、パッケージバージョン、アセット名を正規化します。つま
り、パッケージの名前やバージョンは、CodeArtifactパッケージが公開されたときに提供された名前やバー
ジョンとは異なる場合があります。パッケージタイプごとに名前とバージョンを正規化する方法の詳細に
ついては、以下のドキュメントを参照してください。CodeArtifact

• Python パッケージ名を一覧表示する (p. 111)
• NuGetパッケージ名、バージョン、アセット名の正規化 (p. 147)

CodeArtifact他のパッケージ形式では正規化を実行しません。

パッケージ名を一覧表示する
list-packagesのコマンドを使用して、リポジトリ内のすべてのパッケージ名のリストを取得しま
す。CodeArtifactこのコマンドは、パッケージ名のみを返し、バージョンは返しません。
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aws codeartifact list-packages --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repo

サンプル出力:

{ 
    "nextToken": "eyJidWNrZXRJZCI6I...", 
    "packages": [ 
        { 
            "package": "acorn", 
            "format": "npm", 
            "originConfiguration": { 
                "restrictions": { 
                    "publish": "BLOCK", 
                    "upstream": "ALLOW" 
            } 
        }, 
        { 
            "package": "acorn-dynamic-import", 
            "format": "npm", 
            "originConfiguration": { 
                "restrictions": { 
                    "publish": "BLOCK", 
                    "upstream": "ALLOW" 
            } 
        }, 
        { 
            "package": "ajv", 
            "format": "npm", 
            "originConfiguration": { 
                "restrictions": { 
                    "publish": "BLOCK", 
                    "upstream": "ALLOW" 
            } 
        }, 
        { 
            "package": "ajv-keywords", 
            "format": "npm", 
            "originConfiguration": { 
                "restrictions": { 
                    "publish": "BLOCK", 
                    "upstream": "ALLOW" 
            } 
        }, 
        { 
            "package": "anymatch", 
            "format": "npm", 
            "originConfiguration": { 
                "restrictions": { 
                    "publish": "BLOCK", 
                    "upstream": "ALLOW" 
            } 
        }, 
        { 
            "package": "ast", 
            "namespace": "webassemblyjs", 
            "format": "npm", 
            "originConfiguration": { 
                "restrictions": { 
                    "publish": "BLOCK", 
                    "upstream": "ALLOW" 
            } 
        } 
    ]
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}

npm パッケージ名を一覧表示する
npm パッケージの名前のみを一覧表示するには、--formatオプションの値をnpmに設定します。

aws codeartifact list-packages --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repo  \ 
    --format npm

ネームスペース (npm [範囲]) 内の npm パッケージを一覧表示するには、--namespaceおよび--
formatオプションを使用してください。

Important

--namespaceオプションの値には@の先頭を含めないでください。ネームスペース@typesを検
索するには、値を [###] に設定します。

Note

--namespaceこのオプションは、名前空間のプレフィックスでフィルタリングします。--
namespaceオプションに渡された値で始まるスコープの npmlist-packages パッケージはす
べてレスポンスで返されます。

aws codeartifact list-packages --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repo  \ 
    --format npm --namespace types

サンプル出力:

{ 
    "nextToken": "eyJidWNrZXRJZ...", 
    "packages": [ 
        { 
            "package": "3d-bin-packing", 
            "namespace": "types", 
            "format": "npm" 

        }, 
        { 
            "package": "a-big-triangle", 
            "namespace": "types", 
            "format": "npm" 

        }, 
        { 
            "package": "a11y-dialog", 
            "namespace": "types", 
            "format": "npm" 

        } 
    ]
}

Maven パッケージ名を一覧表示する
Maven パッケージの名前のみを一覧表示するには、--formatオプションの値をmavenに変更します。ま
た、--namespaceオプションで Maven グループ ID を指定する必要があります。
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Note

--namespaceこのオプションは、名前空間のプレフィックスでフィルタリングします。--
namespaceオプションに渡された値で始まるスコープの npmlist-packages パッケージはす
べてレスポンスで返されます。

aws codeartifact list-packages --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repo  \ 
    --format maven --namespace org.apache.commons

サンプル出力:

{ 
    "nextToken": "eyJidWNrZXRJZ...", 
    "packages": [ 
        { 
            "package": "commons-lang3", 
            "namespace": "org.apache.commons", 
            "format": "maven" 

        }, 
        { 
            "package": "commons-collections4", 
            "namespace": "org.apache.commons", 
            "format": "maven" 

        }, 
        { 
            "package": "commons-compress", 
            "namespace": "org.apache.commons", 
            "format": "maven" 

        } 
    ]
}

Python パッケージ名を一覧表示する
Python パッケージの名前のみを一覧表示するには、--formatオプションの値をpypiに設定します。

aws codeartifact list-packages --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repo  \ 
    --format pypi

パッケージ名のプレフィックスによるフィルタリング
指定した文字列で始まるパッケージを返すには、--package-prefixオプションを使用できます。

aws codeartifact list-packages --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repo  \ 
    --format npm --package-prefix pat

サンプル出力:

{ 
    "nextToken": "eyJidWNrZXRJZ...", 
    "packages": [ 

55



CodeArtifact CodeArtifact ユーザーガイド
サポートされている検索オプションの組み合わせ

        { 
            "package": "path", 
            "format": "npm" 

        }, 
        { 
            "package": "pat-test", 
            "format": "npm" 

        }, 
        { 
            "package": "patch-math3", 
            "format": "npm" 

        } 
    ]
}

サポートされている検索オプションの組み合わせ
--format、--namespace、および--package-prefixの任意の組み合わせのオプション（ただし、--
namespace単独では使用できません）が使用できます。スコープがで始まるすべての npm@types パッ
ケージを検索するには、--formatオプションを指定する必要があります。--namespaceのみを使用する
と、エラーが発生します。

三つのオプションのいずれを使用しないことも、list-packagesによってもサポートされていて、そう
すると、リポジトリ内に存在するすべてのフォーマットのパッケージを表示します。

出力形式
すべてのAWS CLIコマンドが利用できるパラメータを使用して、list-packagesレスポンスをコンパク
トでより読みやすくすることもできます。--queryパラメータを使用して、返される各パッケージバー
ジョンの形式を指定します。--outputパラメータを使用して、レスポンスをプレーンテキストとして
フォーマットします。

aws codeartifact list-packages --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repo \ 
  --output text --query 'packages[*].[package]'

サンプル出力:

accepts
array-flatten
body-parser
bytes
content-disposition
content-type
cookie
cookie-signature

詳細については、[AWS Command Line Interfaceユーザーガイド]の [AWS CLI からのコマンド出力のコン
トロール] を参照してください。

デフォルトおよびその他のオプション
デフォルトでは、list-packagesによって返される結果の最大数は100に設定されています。この結果制
限は、--max-resultsオプションを使って変更できます。
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aws codeartifact list-packages --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repo --max-results 20

--max-results の許容される最大値は 1,000 です。1,000 を超えるパッケージを持つリポジトリ内の
パッケージを一覧表示できるように許可するために、list-packagesがレスポンスのnextTokenフィー
ルドを使ってページ割りのサポートをします。リポジトリ内のパッケージ数が--max-resultsの値より
大きい場合は、nextTokenの値をlist-packagesの別の呼び出しに渡して、結果の次のページを取得で
きます。

aws codeartifact list-packages --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repo \ 
  --next-token rO0ABXNyAEdjb...

パッケージバージョンを一覧表示する
list-package-versionsのコマンドを使用して、AWSCodeArtifactリポジトリ内のパッケージ名のすべ
てのバージョンのリストを取得します。

aws codeartifact list-package-versions --package kind-of \  
--domain my_domain --domain-owner 111122223333 \
--repository my_repository --format npm

サンプル出力:

{ 
  "defaultDisplayVersion": "1.0.1", 
  "format": "npm", 
  "package": "kind-of", 
  "versions": [ 
      { 
          "version": "1.0.1", 
          "revision": "REVISION-SAMPLE-1-C7F4S5E9B772FC", 
          "status": "Published", 
          "origin": { 
                "domainEntryPoint": { 
                    "externalConnectionName": "public:npmjs" 
                }, 
                "originType": "EXTERNAL" 
            } 
      }, 
      { 
          "version": "1.0.0", 
          "revision": "REVISION-SAMPLE-2-C752BEEF6D2CFC", 
          "status": "Published", 
          "origin": { 
                "domainEntryPoint": { 
                    "externalConnectionName": "public:npmjs" 
                }, 
                "originType": "EXTERNAL" 
            } 
      }, 
      { 
          "version": "0.1.2", 
          "revision": "REVISION-SAMPLE-3-654S65A5C5E1FC", 
          "status": "Published", 
          "origin": { 
                "domainEntryPoint": { 
                    "externalConnectionName": "public:npmjs" 
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                }, 
                "originType": "EXTERNAL" 
            } 
      }, 
      { 
          "version": "0.1.1", 
          "revision": "REVISION-SAMPLE-1-C7F4S5E9B772FC"", 
          "status": "Published", 
          "origin": { 
                "domainEntryPoint": { 
                    "externalConnectionName": "public:npmjs" 
                }, 
                "originType": "EXTERNAL" 
            } 
      }, 
      { 
          "version": "0.1.0", 
          "revision": "REVISION-SAMPLE-4-AF669139B772FC", 
          "status": "Published", 
          "origin": { 
                "domainEntryPoint": { 
                    "externalConnectionName": "public:npmjs" 
                }, 
                "originType": "EXTERNAL" 
            } 
      }         
  ]
}

--statusパラメータをlist-package-versionsコールに追加して、パッケージバージョンのステータ
スに基づいて結果をフィルタリングすることができます。パッケージのバージョンのステータスの詳細に
ついては、「」を参照してくださいパッケージバージョンのステータス (p. 51)。

list-package-versionsおよび--max-resultsパラメータを使用し、--next-tokenからの応答を
ページ分割できます。--max-resultsの場合、1 ～ 1000 の整数を指定して、単一ページに返される結果
の数を指定できます。デフォルトは 50 に設定されています。後続ページを返すには、list-package-
versionsをもう一度実行し、前のコマンド出力で受信したnextTokenの値を--next-tokenにパスしま
す。--next-tokenオプションが使用されないと、常に結果の最初のページが返されます。

list-package-versionsコマンドはアップストリームリポジトリのパッケージバージョンを一覧表示
しません。ただし、パッケージバージョンのリクエスト中に、リポジトリにコピーされたアップストリー
ムリポジトリ内のパッケージバージョンへの参照が一覧表示されます。詳細については、「でアップスト
リームリポジトリを操作する CodeArtifact (p. 33)」を参照してください。

npm パッケージのバージョンを一覧表示する
npm パッケージのすべてのパッケージバージョンを一覧表示するには、--formatオプションの値をに設
定しますnpm。

aws codeartifact list-package-versions --package my_package --domain my_domain \  
 --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format npm

特定の名前空間 (npm スコープ) の npm パッケージバージョンを一覧表示するには、--namespaceオプ
ションを使用します。--namespaceオプションの値には@の先頭を含めないでください。ネームスペー
ス@typesを検索するには、値を [###] に設定します。

aws codeartifact list-package-versions --package my_package --domain my_domain \ 
 --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format npm \ 
 --namespace types
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Maven パッケージのバージョンを一覧表示する
Maven パッケージのすべてのパッケージバージョンを一覧表示するには、--formatオプションの値をに
設定しますmaven。また、--namespaceオプションで Maven グループ ID を指定する必要があります。

aws codeartifact list-package-versions --package my_package --domain my_domain \ 
 --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format maven \ 
 --namespace org.apache.commons

バージョンを並べ替える
list-package-versionsは、公開時間に基づいて降順にソートされたバージョンを出力できます（最近
公開されたバージョンが最初に一覧表示されます）。次のように、PUBLISH_TIMEの値の--sort-byパラ
メータを指定します。

aws codeartifact list-package-versions --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repository  \
--format npm --package webpack --max-results 5 --sort-by PUBLISHED_TIME

サンプル出力:

{ 

  "defaultDisplayVersion": "4.41.2", 
  "format": "npm", 
  "package": "webpack", 
  "versions": [ 
      {  
        "version": "5.0.0-beta.7",  
        "revision": "REVISION-SAMPLE-1-C7F4S5E9B772FC", 
        "status": "Published" 
      }, 
      {  
        "version": "5.0.0-beta.6",  
        "revision": "REVISION-SAMPLE-2-C752BEEF6D2CFC", 
        "status": "Published"  
      }, 
      {  
        "version": "5.0.0-beta.5",  
        "revision": "REVISION-SAMPLE-3-654S65A5C5E1FC", 
        "status": "Published" 
      }, 
      {  
        "version": "5.0.0-beta.4",  
        "revision": "REVISION-SAMPLE-4-AF669139B772FC", 
        "status": "Published" 
      }, 
      {  
        "version": "5.0.0-beta.3",  
        "revision": "REVISION-SAMPLE-5-C752BEE9B772FC", 
        "status": "Published" 
      } 
  ], 
  "nextToken": "eyJsaXN0UGF...."
}

デフォルトの表示バージョン
パッケージ形式によってdefaultDisplayVersionの戻り値が異なります。
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• ジェネリック、Maven、および PyPI パッケージの場合、これが最近公開されたパッケージバージョン
です。

• npm パッケージの場合、これはlatestタグによって参照されるバージョンです。そのlatestタグが設
定されていない場合は、最近公開されたパッケージバージョンとなります。

出力形式
すべてのAWS CLIコマンドが利用できるパラメータを使用して、list-package-versionsレスポンス
をコンパクトでより読みやすくすることもできます。--queryパラメータを使用して、返される各パッ
ケージバージョンの形式を指定します。--outputパラメータを使用して、レスポンスをプレーンテキス
トとしてフォーマットします。

aws codeartifact list-package-versions --package my-package-name --domain my_domain --
domain-owner 111122223333 \
--repository my_repo --format npm --output text --query 'versions[*].[version]'

サンプル出力:

0.1.1
0.1.2
0.1.0
3.0.0

詳細については、[AWS Command Line Interfaceユーザーガイド] の [AWS CLI からのコマンド出力のコン
トロール] を参照してください。

パッケージバージョンのアセットを一覧表示する
[アセット] とは、npm.tgz ファイルや Maven POM、または JAR ファイルのようにCodeArtifact Code
バージョンに関連付けられている個々のファイルのことを指します。list-package-version-
assetsコマンドを使用して、各パッケージバージョンのアセットを一覧表示します。

list-package-version-assetsコマンドを実行し、AWSアカウントと現在のアカウントAWSリー
ジョンの各アセットに関する次の情報を返すことができます :

• 名前。
• サイズ (バイト単位)。
• チェックサムの検証に使用されるハッシュ値のセット。

たとえば、Python パッケージflatten-json、バージョン0.1.7のアセットを一覧表示するには、次のコ
マンドを使用します。

aws codeartifact list-package-version-assets --domain my_domain --domain-owner 111122223333
 \ 
 --repository my_repo --format pypi --package flatten-json \ 
 --package-version 0.1.7

出力は以下のようになります。

{ 
    "format": "pypi", 
    "package": "flatten-json", 
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    "version": "0.1.7", 
    "versionRevision": "REVISION-SAMPLE-1-C7F4S5E9B772FC", 
    "assets": [ 
        { 
            "name": "flatten_json-0.1.7-py3-none-any.whl", 
            "size": 31520, 
            "hashes": { 
                "MD5": "41bba98d5b9219c43089eEXAMPLE-MD5", 
                "SHA-1": "69b215c25dd4cda1d997a786ec6EXAMPLE-SHA-1", 
                "SHA-256": "43f24850b7b7b7d79c5fa652418518fbdf427e602b1edabe6EXAMPLE-
SHA-256", 
                "SHA-512": 
 "3947382ac2c180ee3f2aba4f8788241527c8db9dfe9f4b039abe9fc560aaf5a1fced7bd1e80a0dca9ce320d95f0864e0dec3ac4f2f7b2b2cbEXAMPLE-
SHA-512" 
            } 
        }, 
        { 
            "name": "flatten_json-0.1.7.tar.gz", 
            "size": 2865, 
            "hashes": { 
                "MD5": "41bba98d5b9219c43089eEXAMPLE-MD5", 
                "SHA-1": "69b215c25dd4cda1d997a786ec6EXAMPLE-SHA-1", 
                "SHA-256": "43f24850b7b7b7d79c5fa652418518fbdf427e602b1edabe6EXAMPLE-
SHA-256", 
                "SHA-512": 
 "3947382ac2c180ee3f2aba4f8788241527c8db9dfe9f4b039abe9fc560aaf5a1fced7bd1e80a0dca9ce320d95f0864e0dec3ac4f2f7b2b2cbEXAMPLE-
SHA-512" 
            } 
        } 
    ]
}

npm パッケージのアセットを一覧表示する
npm パッケージには、常にpackage.tgzという名前を持つ単一のアセットがあります。。スコープ付き
の npm パッケージのアセットを一覧表示するには、--namespaceオプションにスコープを含めてくださ
い。

aws codeartifact list-package-version-assets --domain my_domain --domain-owner 111122223333
 \ 
 --repository my_repo --format npm --package webpack \ 
 --namespace types --package-version 4.9.2

Maven パッケージのアセットを一覧表示する
Maven パッケージのアセットを一覧表示するには、--namespaceオプションにパッケージ名前空間を含
めます。Maven パッケージのアセットを一覧表示するにはcommons-cli:commons-cli:

aws codeartifact list-package-version-assets --domain my_domain --domain-owner 111122223333
 \ 
 --repository my_repo --format maven --package commons-cli \ 
 --namespace commons-cli --package-version 1.0

パッケージバージョンアセットのダウンロード
[アセット] とは、npm.tgz ファイルや Maven POM、または JAR ファイルのようにCodeArtifact Code
バージョンに関連付けられている個々のファイルのことを指します。パッケージアセットは、get-
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package-version-assets commandを使用してダウンロードすることができます。これによ
り、npmまたはpipのようなパッケージマネージャークライアントを使用せずにアセットを取得することが
できます。アセットをダウンロードするには、list-package-version-assets コマンドを使用して入
手できるアセットの名前を提供する必要があります。詳細については、パッケージバージョンのアセット
を一覧表示する (p. 60)を参照してください。アセットは、指定したファイル名でローカルストレージに
ダウンロードされます。

次の例では、Maven パッケージの [com.google.guava:guava] のバージョン <27.1-JRE> から
<guava-27.1-jre.jar>のアセットをダウンロードします。

aws codeartifact get-package-version-asset --domain my_domain --domain-owner 111122223333
 --repository my_repo \ 
    --format maven --namespace com.google.guava --package guava --package-version 27.1-jre
 \ 
    --asset guava-27.1-jre.jar \ 
     guava-27.1-jre.jar

この例では、ファイル名は上記のコマンドの最後の引数によって、[guava-27.1-jre.jar] と指定さ
れ、ダウンロードしたアセットは [guava-27.1-jre.jar] と名前が付けられます。

コマンドの出力は次のようになります。

{ 
    "assetName": "guava-27.1-jre.jar", 
    "packageVersion": "27.1-jre", 
    "packageVersionRevision": "YGp9ck2tmy03PGSxioclfYzQ0BfTLR9zzhQJtERv62I="
}

Note

スコープ付きの npm パッケージからアセットをダウンロードするには、--namespaceオプショ
ンにスコープを含めてください。--namespaceを使用するときは、@記号を省略する必要があり
ます。たとえば、スコープがの場合は@types、を使用してください--namespace types。

get-package-version-assetを使用してアセットをダウンロードするには、パッケージリソースに対
するcodeartifact:GetPackageVersionAsset許可が必要となります。リソースベースのアクセス許
可ポリシーの詳細については、[AWS Identity and Access Managementユーザーガイド] の [リソースベー
スのポリシー] を参照してください。

リポジトリ間でのパッケージのコピー
で、あるリポジトリから別のリポジトリにパッケージバージョンをコピーできますCodeArtifact。これは、
パッケージプロモーションワークフローや、チームやプロジェクト間でパッケージバージョンを共有する
などのシナリオに役立ちます。パッケージバージョンをコピーするには、ソースリポジトリと送信先リポ
ジトリが同じドメインにある必要があります。

パッケージをコピーするのに必要な IAM アクセス許可
パッケージバージョンをコピーするにはCodeArtifact、呼び出し元のユーザーが必要な IAM アクセス許可
を持ち、ソースリポジトリとコピー先のリポジトリに添付されたリソースベースのポリシーが必要なアク
セス許可を持っていることが必要です。CodeArtifactリソースベースのアクセス許可ポリシーとリポジトリ
の詳細については、を参照してください リポジトリポリシー (p. 22)。

copy-package-versionsを呼び出しているユーザーには、ソースリポジトリに関す
るReadFromRepository許可およびCopyPackageVersions送信先リポジトリに関する許可が必要で
す。
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ソースリポジトリには、ReadFromRepository許可が必要で、送信先リポジトリには IAM アカウント
またはユーザーによるパッケージのコピーに割り当てられたCopyPackageVersions許可が必要です。
次のポリシーは、put-repository-permissions-policyコマンドでソースリポジトリまたは送信先
リポジトリに追加されるリポジトリポリシーの例です。[111122223333] をコール元のアカウントの ID
copy-package-versionsに置換する。

Note

現在のリポジトリポリシーが存在する場合、put-repository-permissions-policyをコー
ルすると、そのポリシーは置換されます。get-repository-permissions-policyコマンド
を使用して、ポリシーが存在するかどうかを確認することが出来ます。詳細については、ポリ
シーを読み込む (p. 24)を参照してください。ポリシーが存在する場合は、そのポリシーを置換す
る代わりにこれらのアクセス許可をポリシーに追加することをお勧めします。

ソースリポジトリのアクセス許可ポリシーの例

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "codeartifact:ReadFromRepository" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                 "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root" 
            }, 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

送信先リポジトリのアクセス許可ポリシーの例

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "codeartifact:CopyPackageVersions" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                 "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root" 
            }, 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

パッケージバージョンをコピーする
copy-package-versionsのコマンドを使用して、ひとつ以上のパッケージバージョンをソースリポジト
リから同じドメイン内のコピー先リポジトリにコピーすることができます。CodeArtifact次の例では、my-
packageという名前の npm パッケージのバージョン 6.0.2 と 4.0.0 をmy_repoリポジトリからrepo-2リ
ポジトリへコピーします。

aws codeartifact copy-package-versions --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
source-repository my_repo \ 
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 --destination-repository repo-2 --package my-package --format npm \ 
 --versions 6.0.2 4.0.0

一度のオペレーションで、同じパッケージ名の複数のバージョンをコピーできます。異なるパッケージ名
のバージョンをコピーするには、それぞれについてcopy-package-versionsを呼び出す必要がありま
す。

前のコマンドでは、両方のバージョンが正常にコピーできると仮定して、次の出力が生成されます。

{ 
   "successfulVersions": { 
        "6.0.2": { 
            "revision": "REVISION-1-SAMPLE-6C81EFF7DA55CC", 
            "status": "Published" 
        }, 
        "4.0.0": { 
            "revision": "REVISION-1-SAMPLE-6C81EFF7DA55CC", 
            "status": "Published" 
        } 
    }, 
    "failedVersions": {}
}

アップストリームリポジトリからパッケージをコピー
する
通常、copy-package-versionsはコピーするバージョンの--source-repositoryのオプション
で指定されたリポジトリ内だけを検索します。ただ、--include-from-upstreamオプションを使用
してソースリポジトリとそのアップストリームリポジトリの両方からバージョンをコピーすることはで
きます。CodeArtifactSDK を使用する場合は、includeFromUpstreamパラメーターを true に設定し
てCopyPackageVersions API を呼び出します。詳細については、「でアップストリームリポジトリを操
作する CodeArtifact (p. 33)」を参照してください。

スコープ指定された npm パッケージをコピーする
スコープ内の npm パッケージバージョンをコピーするには、--namespaceオプションを使用して、ス
コープを指定します。たとえば、パッケージ@types/reactをコピーするには、--namespace typesを
使用します。--namespaceを使用するときは、@記号を省略する必要があります。

aws codeartifact copy-package-versions  --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
source-repository repo-1 \ 
 --destination-repository repo-2 --format npm --namespace types \ 
 --package react --versions 0.12.2

Maven パッケージのバージョンをコピーする
リポジトリ間で Maven パッケージのバージョンをコピーするには、Maven グループ ID をオプションと 
Maven ArtifactID--namespace をオプションを渡して、--nameコピーするパッケージを指定します。た
とえば、com.google.guava:guavaのひとつのバージョンをコピーするには:

 aws codeartifact copy-package-versions --domain my_domain --domain-owner 111122223333  \ 
 --source-repository my_repo --destination-repository repo-2 --format maven --
namespace com.google.guava \ 
 --package guava --versions 27.1-jre
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パッケージのバージョンが正常にコピーされると、出力は以下のようになります。

{ 
    "successfulVersions": { 
        "27.1-jre": { 
            "revision": "REVISION-1-SAMPLE-6C81EFF7DA55CC", 
            "status": "Published" 
        } 
    }, 
    "failedVersions": {}
}

ソースリポジトリに存在しないバージョン
ソースリポジトリに存在しないバージョンを指定すると、コピーは失敗します。ソースリポジトリにいく
つかのバージョンが存在したり、存在しないバージョンがある場合、すべてのバージョンのコピーが失敗
します。次の例では、array-unique npm パッケージのバージョン 0.2.0 はソースリポジトリに存在しま
すが、バージョン 5.6.7 は存在しません。

aws codeartifact copy-package-versions --domain my_domain --domain-owner 111122223333 \ 
         --source-repository my_repo --destination-repository repo-2 --format npm \ 
         --package array-unique --versions 0.2.0 5.6.7

出力は以下のようになります。

{ 
    "successfulVersions": {}, 
    "failedVersions": { 
        "0.2.0": { 
            "errorCode": "SKIPPED", 
            "errorMessage": "Version 0.2.0 was skipped" 
        }, 
        "5.6.7": { 
            "errorCode": "NOT_FOUND", 
            "errorMessage": "Could not find version 5.6.7" 
        } 
    }
}

SKIPPEDエラーコードは、別のバージョンをコピーできなかったために、このバージョンがコピー先のリ
ポジトリにコピーされなかったことを示すために使用されます。

送信先リポジトリにすでに存在するバージョン
パッケージバージョンがすでに存在するリポジトリにコピーされると、CodeArtifact二つのリポジトリ内の
パッケージアセットとパッケージバージョンレベルのメタデータを比較します。

パッケージバージョンのアセットとメタデータがソースリポジトリと送信先リポジトリで同一である場
合、コピーは実行されませんが、オペレーションは成功したと見なされます。つまり、copy-package-
versionsはべき等です。この場合、ソースリポジトリと送信先のリポジトリの両方にすでに存在してい
たバージョンは、copy-package-versionsの出力には表示されません。

次の例では、npm パッケージの二つのバージョンを示します。array-uniqueはソースリポジト
リrepo-1に存在します。バージョン 0.2.1 は送信先のリポジトリにも存在しますdest-repoバージョン 
0.2.0 はそうではありません。

aws codeartifact copy-package-versions --domain my_domain --domain-owner 111122223333 \ 
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         --source-repository my_repo --destination-repository repo-2 --format npm --
package array-unique \ 
         --versions 0.2.1 0.2.0

出力は以下のようになります。

{ 
    "successfulVersions": { 
        "0.2.0": { 
            "revision": "Yad+B1QcBq2kdEVrx1E1vSfHJVh8Pr61hBUkoWPGWX0=", 
            "status": "Published" 
        } 
    }, 
    "failedVersions": {}
}

バージョン 0.2.0 がsuccessfulVersionsに一覧表示されているのは、ソースから送信先リポジトリに正
常にコピーされたためです。バージョン 0.2.1 は、宛先リポジトリにすでに存在していたため、出力には
表示されません。

パッケージバージョンのアセットまたはメタデータがソースリポジトリと送信先のリポジトリで異なる場
合、コピー操作は失敗します。--allow-overwriteパラメータを使用して、強制的に上書きすることが
できます。

ソースリポジトリにいくつかのバージョンが存在したり、存在しないバージョンがある場合、すべての
バージョンのコピーが失敗します。次の例では、array-uniquenpm package パッケージのバージョン 
0.3.2 は、ソースと送信先のリポジトリの両方に存在しますが、パッケージバージョンの内容は異なりま
す。バージョン 0.2.1 はソースリポジトリに存在しますが、送信先には存在しません。

aws codeartifact copy-package-versions --domain my_domain --domain-owner 111122223333 \ 
         --source-repository my_repo --destination-repository repo-2 --format npm --
package array-unique \ 
         --versions 0.3.2 0.2.1

出力は以下のようになります。

{ 
    "successfulVersions": {}, 
    "failedVersions": { 
        "0.2.1": { 
            "errorCode": "SKIPPED", 
            "errorMessage": "Version 0.2.1 was skipped" 
        }, 
        "0.3.2": { 
            "errorCode": "ALREADY_EXISTS", 
            "errorMessage": "Version 0.3.2 already exists" 
        } 
    }
}

バージョン 0.2.1 がSKIPPEDとしてマークされている理由は、コピー先のリポジトリにコピーされていな
いからです。バージョン 0.3.2 のコピーが送信先リポジトリにすでに存在していたが、ソースリポジトリ
と送信先のリポジトリでは同一ではないため、コピーは実行されませんでした。

パッケージバージョンリビジョンの指定
パッケージバージョンリビジョンは、パッケージバージョンの特定のアセットとメタデータのセットを指
定する文字列です。パッケージバージョンリビジョンを指定して、特定の状態にあるパッケージバージョ
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ンをコピーできます。パッケージバージョンのリビジョンを指定するには、--version-revisionsパラ
メータを使用して、1 つ以上のカンマ区切りパッケージバージョンとパッケージバージョンリビジョンの
ペアをcopy-package-versionsコマンドに渡します。

Note

--versions または --version-revisions パラメータをcopy-package-versionsで指定
する必要があります。両方を指定することはできません。

次の例では、パッケージのバージョン 0.3.2 がパッケージバージョンリビジョンREVISION-1-
SAMPLE-6C81EFF7DA55CCのソースリポジトリに存在する場合、そのバージョン 0.3.2 my-package の
みをコピーします。

aws codeartifact copy-package-versions --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
source-repository repo-1 \ 
 --destination-repository repo-2 --format npm --namespace my-namespace \ 
 --package my-package --version-revisions 0.3.2=REVISION-1-SAMPLE-6C81EFF7DA55CC

次の例では、パッケージの二つのバージョンをコピーしています :my-package、0.3.2
と0.3.13。このコピーは、my-packageのソースリポジトリバージョン 0.3.2 にリビジョ
ンREVISION-1-SAMPLE-6C81EFF7DA55CCがあり、バージョン0.3.13にはリビジョンREVISION-2-
SAMPLE-55C752BEE772FCがある場合にのみ成功します。

aws codeartifact copy-package-versions --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
source-repository repo-1 \ 
 --destination-repository repo-2 --format npm --namespace my-namespace \ 
 --package my-package --version-revisions 0.3.2=REVISION-1-
SAMPLE-6C81EFF7DA55CC,0.3.13=REVISION-2-SAMPLE-55C752BEE772FC

パッケージバージョンのリビジョンを見つけるには、describe-package-versionまたはlist-
package-versionsコマンドを使用してください。

詳細については、「CodeArtifact API リファレンス」の「パッケージバージョンリビジョン (p. 3)」および
「CopyPackageVersion」を参照してください。

npm パッケージをコピーする
npmcopy-package-versions パッケージの動作の詳細については、[npm タグとCopyPackageVersions 
API] (p. 106) を参照してください。

パッケージを削除する
ひとつ以上のパッケージバージョンを一度に削除するには、delete-package-versionsコマンドを使
用できます。パッケージを、関連するすべてのバージョンと設定を含めてリポジトリから完全に削除する
には、delete-packageコマンドを使用します。パッケージは、パッケージバージョンがなくてもリポ
ジトリに存在できます。これは、delete-package-versionsコマンドを使用してすべてのバージョン
を削除した場合や、put-package-origin-configuration API 操作を使用してバージョンなしでパッ
ケージが作成された場合に発生する可能性があります (「」を参照パッケージオリジンコントロールの編
集 (p. 79))。

トピック
• パッケージの削除 (AWS CLI) (p. 68)
• パッケージのバージョンの削除 (AWS CLI) (p. 68)
• パッケージの削除 (コンソール) (p. 69)
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• パッケージのバージョンの削除 (コンソール) (p. 69)
• npm パッケージの削除 (p. 69)
• Maven パッケージの削除 (p. 70)

パッケージの削除 (AWS CLI)
delete-packageコマンドを使用して、パッケージとそのすべてのパッケージバージョンと構成を含む
パッケージを削除できます。次の例では、my-packagemy_repomy_domainドメインのリポジトリで指定
されたPyPI パッケージを削除します。

aws codeartifact delete-package --domain my_domain --domain-owner 111122223333 \
--repository my_repo --format pypi \
--package my-package

サンプル出力:

{ 
   "deletedPackage": {  
      "format": "pypi", 
      "originConfiguration": {  
         "restrictions": {  
            "publish": "ALLOW", 
            "upstream": "BLOCK" 
         } 
      }, 
      "package": "my-package" 
   }
}     
    

パッケージが削除されたことを確認するには、describe-package同じパッケージ名で実行してくださ
い:

aws codeartifact describe-package --domain my_domain --domain-owner 111122223333 \
--repository my_repo --format pypi --package my-package

パッケージのバージョンの削除 (AWS CLI)
ひとつ以上のパッケージバージョンを一度に削除するには、delete-package-versionsコマンドを
使用できます。次の例では4.0.04.0.1、my-packagemy_domainドメイン内ので指定されている PyPI 
パッケージのバージョン、、5.0.0my_repoおよびを削除します。

aws codeartifact delete-package-versions --domain my_domain --domain-owner 111122223333 \
--repository my_repo --format pypi \
--package my-package --versions 4.0.0 4.0.1 5.0.0

サンプル出力:

{ 
   "successfulVersions": { 
      "4.0.0": { 
         "revision": "oxwwYC9dDeuBoCt6+PDSwL6OMZ7rXeiXy44BM32Iawo=", 
            "status": "Deleted" 
      }, 
      "4.0.1": { 
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         "revision": "byaaQR748wrsdBaT+PDSwL6OMZ7rXeiBKM0551aqWmo=", 
            "status": "Deleted" 
      }, 
      "5.0.0": { 
         "revision": "yubm34QWeST345ts+ASeioPI354rXeiSWr734PotwRw=", 
            "status": "Deleted" 
      } 
   }, 
   "failedVersions": {}
} 
       
    

バージョンが削除されたことを確認するには、list-package-versionsを同じパッケージ名で実行して
ください:

aws codeartifact list-package-versions --domain my_domain --domain-owner 111122223333 \
--repository my_repo --format pypi --package my-package

パッケージの削除 (コンソール)
1. https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/homeAWSCodeArtifact でコンソールを開きま

す。
2. ナビゲーションペインで、[Repositories] を選択します。
3. パッケージの削除元のリポジトリを選択します。
4. 削除するPackage を選択します。
5. 「Package を削除」を選択します。

パッケージのバージョンの削除 (コンソール)
1. https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/homeAWSCodeArtifact でコンソールを開きま

す。
2. ナビゲーションペインで、[Repositories] を選択します。
3. パッケージのバージョンを削除するリポジトリを選択します。
4. バージョンを削除するPackage を選択します。
5. 削除するPackage バージョンを選択します。
6. [Delete] (削除) を選択します。

Note

コンソールで、一度に削除できるのは 1 つのパッケージのバージョンのみです。一度に複数
削除するには、CLI を使用します。

npm パッケージの削除
npm パッケージまたは個々のパッケージバージョンを削除するには、--formatオプションをに設定し
ますnpm。スコープ付き npm パッケージ内のパッケージバージョンを削除するには、--namespaceオプ
ションを使用してスコープを指定します。たとえば、パッケージを削除するには@types/react、を使用
します--namespace types。@--namespace使用するときは記号を省略してください。

aws codeartifact delete-package-versions --domain my_domain --domain-owner 111122223333 \
--repository my_repo --format npm --namespace types \
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--package react --versions 0.12.2

@types/reactパッケージとそのすべてのバージョンを削除するには:

aws codeartifact delete-package --domain my_domain --domain-owner 111122223333 \
--repository my_repo --format npm --namespace types \
--package react

Maven パッケージの削除
Maven パッケージまたは個々のパッケージバージョンを削除するには、--formatmavenオプション
をに設定し、Maven ArtifactId--namespace をオプションとオプションを渡して、--name削除する
パッケージを指定します。たとえば、以下では、の 1 つのバージョンを削除する方法を示していま
すcom.google.guava:guava。

 aws codeartifact delete-package-versions --domain my_domain --domain-owner 111122223333 \
--repository my_repo --format maven --namespace com.google.guava \
--package guava --versions 27.1-jre

次の例はcom.google.guava:guava、パッケージをすべてのバージョンを含めて削除する方法を示して
います。

 aws codeartifact delete-package --domain my_domain --domain-owner 111122223333 \
--repository my_repo --format maven --namespace com.google.guava \
--package guava 

パッケージのバージョンの詳細と依存関係の表示お
よび更新

では、依存関係を含むパッケージのバージョンに関する情報を表示できますCodeArtifact。パッケージバー
ジョンのステータスを更新することもできます。パッケージのバージョンのステータスの詳細について
は、パッケージバージョンのステータス (p. 51)を参照してください。

パッケージバージョンの詳細を表示
describe-package-versionコマンドを使用して、パッケージのバージョンの詳細を表示しま
す。Package バージョンの詳細は、CodeArtifactパッケージがに公開されるときにパッケージから抽出さ
れます。異なるパッケージの詳細は異なり、形式や作成者が追加した情報の量によって異なります。

describe-package-versionコマンドの出力にあるほとんどの情報は、パッケージ形式に応じて異なり
ます。たとえば、describe-package-versionはpackage.jsonファイルから npm パッケージの情報
を抽出します。リビジョンは、によって作成されますCodeArtifact。詳細については、「パッケージバー
ジョンリビジョンの指定 (p. 66)」を参照してください。

同じ名前を持つ二つのパッケージバージョンは、それぞれ異なるネームスペースに存在する場合、同じリ
ポジトリに配置できます。オプションの--namespaceパラメータを使用して、ネームスペースを指定し
ます。詳細については、npm パッケージのバージョンの詳細を表示 (p. 71)またはMaven パッケージの
バージョンの詳細を表示 (p. 72)を参照してください。

次の例では、my_repoリポジトリ内のpyhamcrestという名前の Python パッケージのバージョ
ン1.9.0の詳細を返します。
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aws codeartifact describe-package-version --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repo \
--format pypi --package pyhamcrest --package-version 1.9.0

出力は次のようになります。

{ 
  "format": "pypi", 
  "package": "PyHamcrest", 
  "displayName": "PyHamcrest", 
  "version": "1.9.0", 
  "summary": "Hamcrest framework for matcher objects", 
  "homePage": "https://github.com/hamcrest/PyHamcrest", 
  "publishedTime": 1566002944.273, 
  "licenses": [ 
    { 
      "id": "license-id", 
      "name": "license-name" 
    } 
  ], 
  "revision": "REVISION-SAMPLE-55C752BEE9B772FC"
}

npm パッケージのバージョンの詳細を表示
npm パッケージバージョンの詳細を表示するには、--formatオプションの値をに設定しますnpm。オプ
ションで、パッケージバージョンの名前空間 (npm scope)--namespace をオプションに含めます。--
namespaceオプションの値には@の先頭を含めないでください。ネームスペース@typesを検索するには、
値を [###] に設定します。

以下は、webpack@typesスコープ内で指定された npm4.41.5 パッケージのバージョンに関する詳細を
返します。

aws codeartifact describe-package-version --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repo \
--format npm --package webpack --namespace types --package-version 4.41.5

出力は次のようになります。

{ 
  "format": "npm", 
  "namespace": "types", 
  "package": "webpack", 
  "displayName": "webpack", 
  "version": "4.41.5", 
  "summary": "Packs CommonJs/AMD modules for the browser. Allows ... further output omitted 
 for brevity", 
  "homePage": "https://github.com/webpack/webpack", 
  "sourceCodeRepository": "https://github.com/webpack/webpack.git", 
  "publishedTime": 1577481261.09, 
  "licenses": [ 
    { 
      "id": "license-id", 
      "name": "license-name" 
    } 
  ], 
  "revision": "REVISION-SAMPLE-55C752BEE9B772FC", 
  "status": "Published", 
  "origin": { 
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            "domainEntryPoint": { 
                "externalConnectionName": "public:npmjs" 
            }, 
            "originType": "EXTERNAL" 
  }
}

Maven パッケージのバージョンの詳細を表示
Maven パッケージバージョンの詳細を表示するには、--formatmavenオプションの値をに設定し、--
namespaceパッケージバージョンの名前空間をオプションに含めます。

次の例では、org.apache.commonsネームスペースとmy_repoリポジトリに存在するcommons-rng-
client-apiという名前の Maven パッケージのバージョン1.2の詳細を返します。

aws codeartifact describe-package-version --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repo \
--format maven --namespace org.apache.commons --package commons-rng-client-api --package-
version 1.2

出力は次のようになります。

{ 
  "format": "maven", 
  "namespace": "org.apache.commons", 
  "package": "commons-rng-client-api", 
  "displayName": "Apache Commons RNG Client API", 
  "version": "1.2", 
  "summary": "API for client code that uses random numbers generators.", 
  "publishedTime": 1567920624.849, 
  "licenses": [], 
  "revision": "REVISION-SAMPLE-55C752BEE9B772FC"
}

Note

CodeArtifact親POMファイルからパッケージバージョンの詳細情報を抽出しません。特定のパッ
ケージバージョンのメタデータには、その正確なパッケージバージョンのPOM内の情報のみが含
まれます。親POMや、parent POMタグを使用して推移的に参照される他のPOMの情報は含ま
れません。つまり、describe-package-versionの出力では、parentこのメタデータを含む
参照に依存している Maven パッケージバージョンのメタデータ (ライセンス情報など) が省略さ
れます。

パッケージバージョンの依存関係を表示する
list-package-version-dependenciesコマンドを使用すると、パッケージバージョンの依存関
係のリストを取得できます。次のコマンドは、my_domainドメインのmy_repoリポジトリのバージョ
ン4.41.5のmy-packageという名前の npm パッケージの依存関係を一覧表示します。

aws codeartifact list-package-version-dependencies --domain my_domain --domain-
owner 111122223333 --repository my_repo \
--format npm --package my-package --package-version 4.41.5

出力は次のようになります。

{ 
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  "dependencies": [ 
    { 
      "namespace": "webassemblyjs", 
      "package": "ast", 
      "dependencyType": "regular", 
      "versionRequirement": "1.8.5" 
    }, 
    { 
      "namespace": "webassemblyjs", 
      "package": "helper-module-context", 
      "dependencyType": "regular", 
      "versionRequirement": "1.8.5" 
    }, 
    { 
      "namespace": "webassemblyjs", 
      "package": "wasm-edit", 
      "dependencyType": "regular", 
      "versionRequirement": "1.8.5" 
    } 
  ], 
  "versionRevision": "REVISION-SAMPLE-55C752BEE9B772FC"
}

dependencyType フィールドでサポートされる値の範囲については、CodeArtifactAPI
PackageDependencyのデータ型を参照してください。

パッケージバージョンの readme ファイルを表示
npm などの一部のパッケージ形式には、READMEファイルが含まれます。get-package-version-
readmeを使用してパッケージバージョンのREADMEファイルを取得します。次のコマンド
は、my_domainドメインのmy_repoリポジトリにあるバージョン4.41.5のmy-packageという名前の 
npm パッケージのREADMEファイルを返します。

Note

CodeArtifact汎用パッケージまたは Maven パッケージの readme ファイルの表示はサポートして
いません。

aws codeartifact get-package-version-readme --domain my_domain --domain-owner 111122223333
 --repository my_repo \
--format npm --package my-package --package-version 4.41.5

出力は次のようになります。

{   
  "format": "npm", 
  "package": "my-package", 
  "version": "4.41.5" 
  "readme": "<div align=\"center\">\n   <a href=\https://github.com/webpack/webpack\"> ... 
 more content ... \n", 
  "versionRevision": "REVISION-SAMPLE-55C752BEE9B772FC"
}

パッケージバージョンのステータスの更新
CodeArtifactのすべてのパッケージバージョンには、パッケージバージョンの現在の状態と使用可用性を示
すステータスがあります。パッケージバージョンのステータスを変更するには、AWS CLIとコンソールの
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両方を使用します。使用可能なステータスのリストを含む、パッケージバージョンのステータスの詳細に
ついては、パッケージバージョンのステータス (p. 51)を参照してください。

パッケージバージョンのステータスの更新
パッケージバージョンのステータスを設定することで、そのパッケージバージョンをリポジトリから完全
に削除することなく、使用方法をコントロールできます。たとえば、パッケージバージョンのステータス
がUnlistedの場合、通常どおりダウンロードすることはできますが、npm viewのようなコマンドに戻さ
れたパッケージバージョンリストには表示されません。UpdatePackageVersionsStatusAPI では、単一の 
API コールで、同じパッケージの複数のバージョンのパッケージバージョンステータスを設定することが
できます。さまざまなステータスの説明については、パッケージの概要 (p. 49)を参照してください。

update-package-versions-statusコマンドを使用して、パッケージバージョンのステータス
をPublished、Unlisted、またはArchivedに変更します コマンドを使用するために必要な IAM アク
セス許可を要求するには、パッケージバージョンのステータスを更新するために必要な IAM アクセス許
可 (p. 75)を参照してください。次の例では、npm パッケージchalkのバージョン 4.1.0 のステータス
をArchivedに設定します。

aws codeartifact update-package-versions-status --domain my_domain
 --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format npm --package chalk 
--versions 4.1.0 --target-status Archived

サンプル出力:

{ 
    "successfulVersions": { 
        "4.1.0": { 
            "revision": "+Oz8skWbwY3k8M6SrNIqNj6bVH/ax+CxvkJx+No5j8I=", 
            "status": "Archived" 
        } 
    }, 
    "failedVersions": {}
}

この例では、npm パッケージを使用しますが、このコマンドは他の形式でも同じように機能します。ひと
つのコマンドを使用して、複数のバージョンを同じターゲットステータスに移動できます。次の例を参照
してください。

aws codeartifact update-package-versions-status --domain my_domain
 --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format npm --package chalk 
--versions 4.1.0 4.1.1 --target-status Archived

サンプル出力:

{ 
    "successfulVersions": { 
        "4.1.0": { 
            "revision": "25/UjBleHs1DZewk+zozoeqH/R80Rc9gL1P8vbzVMJ4=", 
            "status": "Archived" 
        }, 
        "4.1.1": { 
            "revision": "+Oz8skWbwY3k8M6SrNIqNj6bVH/ax+CxvkJx+No5j8I=", 
            "status": "Archived" 
        } 
    }, 
    "failedVersions": {}
}
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更新するために必要な IAM アクセス許可

いったん公開されると、パッケージバージョンをUnfinishedステータスに戻せないので、このステータ
スは--target-statusパラメータの値として許可されません。パッケージバージョンをDisposedの状
態に動かすためには、代わりに以下のようにdispose-package-versionsコマンドを使用します。

パッケージバージョンのステータスを更新するために
必要な IAM アクセス許可
パッケージにupdate-package-versions-statusを呼び出す場合は、パッケージリソースに対す
るcodeartifact:UpdatePackageVersionsStatusアクセス許可が必要です。つまり、パッケージ
ごとにupdate-package-versions-statusを呼び出すアクセス許可を与えることができます。たとえ
ば、npmパッケージ [####] のupdate-package-versions-statusを呼び出す許可を付与する IAM ポ
リシーには、次のようなステートメントが含まれます。

{ 
  "Action": [ 
    "codeartifact:UpdatePackageVersionsStatus" 
  ], 
  "Effect": "Allow", 
  "Resource": "arn:aws:codeartifact:us-east-1:111122223333:package/my_domain/my_repo/npm//
chalk"
}

スコープ指定された npm パッケージのステータスの
更新
スコープを使用して npm パッケージバージョンのパッケージバージョンステータスを更新するには、--
namespaceパラメータを使用してください。たとえば、@nestjs/coreのバージョン 8.0.0 を一覧表示し
ないようにするためには、次のようなコマンドを使用します。

aws codeartifact update-package-versions-status --domain my_domain
 --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format npm --namespace nestjs 
--package core --versions 8.0.0 --target-status Unlisted

Maven パッケージのステータスの更新
Maven パッケージには常に Group ID があり、ではネームスペースと呼ばれますCodeArtifact。--
namespaceパラメータを使用して、呼び出し時に Maven グループ ID を指定しますupdate-package-
versions-status。たとえば、Maven パッケージorg.apache.logging.log4j:log4jのバージョン 
2.13.1 をアーカイブするには、以下のコマンドを使用します。

aws codeartifact update-package-versions-status --domain my_domain
 --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format maven 
--namespace org.apache.logging.log4j --package log4j 
--versions 2.13.1 --target-status Archived

パッケージバージョンリビジョンの指定
パッケージバージョンリビジョンは、パッケージバージョンの特定のアセットとメタデータのセットを指
定する文字列です。パッケージバージョンリビジョンを指定して、特定の状態にあるパッケージバージョ
ンを更新できます。パッケージバージョンのリビジョンを指定するには、--version-revisions パラ
メータを使用して、ひとつ以上のカンマ区切りパッケージバージョンとパッケージバージョンリビジョン
のペアを渡します。パッケージバージョンのステータスは、パッケージバージョンの現在のリビジョンが
指定された値と一致する場合にのみ更新されます。
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Note

--version-revisionsパラメータを使用する場合、—-versionsパラメータも定義する必要が
あります。

aws codeartifact update-package-versions-status --domain my_domain 
   --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format npm --package chalk 
   --version-revisions "4.1.0=25/UjBleHs1DZewk+zozoeqH/R80Rc9gL1P8bzVMJ4="  
   --versions 4.1.0 --target-status Archived

ひとつのコマンドで複数のバージョンを更新するには、バージョンのカンマ区切りリストとバージョンリ
ビジョンのペアを--version-revisionsオプションに渡します。次のコマンドの例では、二つの異なる
パッケージバージョンとパッケージバージョンのリビジョンのペアを定義します。

aws codeartifact update-package-versions-status --domain my_domain 
 --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format npm 
 --package chalk
 --version-revisions "4.1.0=25/UjBleHs1DZewk+zozoeqH/
R80Rc9gL1P8vbzVMJ4=,4.0.0=E3lhBp0RObRTut4pkjV5c1AQGkgSA7Oxtil6hMMzelc="   
 --versions 4.1.0 4.0.0 --target-status Published

サンプル出力:

{ 
    "successfulVersions": { 
        "4.0.0": { 
            "revision": "E3lhBp0RObRTut4pkjV5c1AQGkgSA7Oxtil6hMMzelc=", 
            "status": "Published" 
        }, 
        "4.1.0": { 
            "revision": "25/UjBleHs1DZewk+zozoeqH/R80Rc9gL1P8vbzVMJ4=", 
            "status": "Published" 
        } 
    }, 
    "failedVersions": {}
}

複数のパッケージバージョンを更新する場合、--version-revisionsに渡されますバージョンが--
versionsに渡されたバージョンと同じである必要があります。リビジョンが正しく指定されていない場
合、そのバージョンのステータスは更新されません。

期待されるステータスパラメータの使用
update-package-versions-statusコマンドは、パッケージバージョンの予想される現在のステー
タスの指定をサポートする--expected-statusパラメータを提供します。現在のステータスが--
expected-statusに渡された値と一致しない場合、そのパッケージバージョンのステータスは更新され
ません。

たとえば、[my_repo] の、npm パッケージchalkのバージョン 4.0.0 および 4.1.0 には、現
在Publishedのステータスがあります。Unlistedの期待されるステータスを指定するupdate-
package-versions-statusへの呼び出しは、ステータスが一致しないため、両方のパッケージバー
ジョンの更新ができません。

aws codeartifact update-package-versions-status --domain my_domain
--domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format npm --package chalk 
--versions 4.1.0 4.0.0 --target-status Archived --expected-status Unlisted
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サンプル出力:

{ 
    "successfulVersions": {}, 
    "failedVersions": { 
        "4.0.0": { 
            "errorCode": "MISMATCHED_STATUS", 
            "errorMessage": "current status: Published, expected status: Unlisted" 
        }, 
        "4.1.0": { 
            "errorCode": "MISMATCHED_STATUS", 
            "errorMessage": "current status: Published, expected status: Unlisted" 
        } 
    }
}

個々のパッケージバージョンでのエラー
update-package-versions-statusを呼び出すときにパッケージバージョンのステータスが更
新されない理由は複数あります。たとえば、パッケージバージョンのリビジョンが正しく指定されて
いなかったり、予期されるステータスが現在のステータスと一致しない可能性があります。このよう
な場合、そのバージョンは API レスポンスのfailedVersionsマップに含まれます。ひとつのバー
ジョンが失敗した場合、update-package-versions-statusへの同じ呼び出しで指定された他
のバージョンがスキップされ、ステータスが更新されない可能性があります。このようなバージョン
は、SKIPPEDのerrorCodeでfailedVersionsマップにも含まれます。

update-package-versions-statusの現在の実装では、ひとつ以上のバージョンがステータスを変
更できない場合、他のすべてのバージョンはスキップされます。つまり、すべてのバージョンが正常に
更新されるか、すべてのバージョンが更新されないかです。この動作は API コントラクトでは保証され
ません。将来的には、一部のバージョンは成功し、他のバージョンはupdate-package-versions-
statusへの 一度の呼び出しで失敗する可能性があります。

次のコマンドの例には、パッケージバージョンのリビジョンの不一致によるバージョンステータス更新の
失敗が含まれます。この更新に障害があると、別のバージョンステータス更新の呼び出しがスキップされ
ます。

aws codeartifact update-package-versions-status --domain my_domain
  --domain-owner 111122223333 --repository my_repo 
  --format npm --package chalk 
  --version-revisions "4.1.0=25/UjBleHs1DZewk+zozoeqH/
R80Rc9gL1P8vbzVMJ=,4.0.0=E3lhBp0RObRTut4pkjV5c1AQGkgSA7Oxtil6hMMzelc="  
  --versions 4.1.0 4.0.0 --target-status Archived

サンプル出力:

{ 
    "successfulVersions": {}, 
    "failedVersions": { 
        "4.0.0": { 
            "errorCode": "SKIPPED", 
            "errorMessage": "version 4.0.0 is skipped" 
        }, 
        "4.1.0": { 
            "errorCode": "MISMATCHED_REVISION", 
            "errorMessage": "current revision: 25/UjBleHs1DZewk+zozoeqH/
R80Rc9gL1P8vbzVMJ4=, expected revision: 25/UjBleHs1DZewk+zozoeqH/R80Rc9gL1P8vbzVMJ=" 
        } 
    }
}
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パッケージバージョンの廃棄
Disposedパッケージステータスはと同様の動作をします。ただしArchived、CodeArtifactパッケー
ジアセットはによって完全に削除されるため、ドメイン所有者のアカウントがアセットストレージに
対してこれ以降請求されなくなります。パッケージバージョンのステータスをDisposedに変更する
には、dispose-package-versionsコマンドを使用してください。この機能はupdate-package-
versions-statusとは別個のものです。それは、パッケージバージョンの破棄が可逆的なものでないか
らです。パッケージアセットが削除されるため、バージョンのステータスをArchived、Unlisted、また
はPublishedに戻すことはできません。廃棄されたパッケージバージョンに対して実行できる唯一のアク
ションは、delete-package-versionsコマンドを使用して削除することだけです。

dispose-package-versionsの呼び出しに成功するには、呼び出し IAM プリンシパルがパッケージリ
ソースに対するcodeartifact:DisposePackageVersionsアクセス許可を持っている必要がありま
す。

dispose-package-versionsコマンドの動作は、update-package-versions-statusと似ていて、
これは [バージョンリビジョン] (p. 75) そして [予期されるステータス] (p. 76) セクションで説明され
ている--version-revisions および--expected-statusのオプションの動作を含んでいます。たと
えば、次のコマンドはパッケージバージョンを破棄しようとしますが、予期されるステータスが一致しな
いために失敗します。

aws codeartifact dispose-package-versions —domain my_domain --domain-owner 111122223333 
--repository my_repo --format npm --package chalk --versions 4.0.0 
--expected-status Unlisted

サンプル出力:

{ 
    "successfulVersions": {}, 
    "failedVersions": { 
        "4.0.0": { 
            "errorCode": "MISMATCHED_STATUS", 
            "errorMessage": "current status: Published, expected status: Unlisted" 
        } 
    }
}

同じコマンドをPublishedの--expected-statusで再び実行すれば、破棄は成功します。

aws codeartifact dispose-package-versions —domain my_domain --domain-owner 111122223333 
--repository my_repo --format npm --package chalk --versions 4.0.0 
--expected-status Published

サンプル出力:

{ 
    "successfulVersions": { 
        "4.0.0": { 
            "revision": "E3lhBp0RObRTut4pkjV5c1AQGkgSA7Oxtil6hMMzelc=", 
            "status": "Disposed" 
        } 
    }, 
    "failedVersions": {}
}
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パッケージオリジンコントロールの編集
ではAWSCodeArtifact、パッケージバージョンを直接公開したり、上流のリポジトリからプルダウンし
たり、外部のパブリックリポジトリから取り込んだりして、リポジトリに追加できます。パッケージ
のパッケージバージョンを直接公開することとパブリックリポジトリからの取り込みの両方によって追
加できるようにすると、依存関係置換攻撃に対して脆弱になります。詳細については、「依存関係の置
換 (p. 193)」を参照してください。依存性置換攻撃から身を守るために、リポジトリ内のパッケージに
パッケージオリジンコントロールを設定して、そのパッケージのバージョンをリポジトリに追加する方法
を制限できます。

パッケージオリジンコントロールの設定は、さまざまなパッケージの新しいバージョンをダイレクトパブ
リッシングなどの内部ソースとパブリックリポジトリなどの外部ソースの両方から入手できるようにし
たいチームで検討する必要があります。デフォルトでは、パッケージオリジンコントロールは、パッケー
ジの最初のバージョンがリポジトリに追加される方法に基づいて設定されます。パッケージオリジンコ
ントロール設定とそのデフォルト値については、を参照してくださいPackage オリジンコントロール設
定 (p. 80)。

put-package-origin-configurationAPI オペレーションを使用した後にパッケージレコードを削除
するには、を使用しますdelete-package (「」を参照パッケージを削除する (p. 67))。

一般的なパッケージアクセス制御シナリオ
このセクションには、CodeArtifactパッケージバージョンがリポジトリに追加されるときの一般的なシナリ
オがいくつか含まれています。Package オリジンコントロール設定は、最初のパッケージバージョンの追
加方法に応じて、新しいパッケージに設定されます。

以下のシナリオでは、内部パッケージはパッケージマネージャーからリポジトリに直接公開されるパッ
ケージです。たとえば、あなたやあなたのチームが作成して管理するパッケージです。外部パッケージは
パブリックリポジトリに存在するパッケージで、外部接続でリポジトリに取り込むことができます。

既存の内部パッケージ用に外部パッケージバージョンが公開されます

このシナリオでは、内部パッケージ PackageA を考えてみましょう。チームは PackageACodeArtifact の
最初のパッケージバージョンをリポジトリに公開します。これはそのパッケージの最初のパッケージバー
ジョンであるため、パッケージオリジンコントロール設定は自動的に [公開:許可] と [上流:ブロック] に設
定されます。パッケージがリポジトリに存在すると、同じ名前のパッケージが、CodeArtifactリポジトリに
接続されているパブリックリポジトリに公開されます。これは、内部パッケージに対する依存関係置換攻
撃の試みかもしれませんし、単なる偶然かもしれません。いずれにせよ、パッケージオリジンコントロー
ルは、潜在的な攻撃から身を守るために、新しい外部バージョンの取り込みをブロックするように設定さ
れています。

次の図では、RePoACodeArtifact はパブリックリポジトリへの外部接続を備えたリポジトリです。リポ
ジトリには PackageA のバージョン 1.1 と 2.1 が含まれていますが、バージョン 3.0 はパブリックリポ
ジトリに公開されています。通常、RePoAはパッケージマネージャーからパッケージが要求された後
にバージョン3.0をインジェストします。パッケージ統合は Block に設定されているため、バージョン 
3.0CodeArtifact はリポジトリに取り込まれず、接続しているパッケージマネージャーも使用できません。
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既存の外部パッケージの内部パッケージバージョンが公開されます。

このシナリオでは、PackageB というパッケージが、リポジトリに接続したパブリックリポジトリに外部
に存在します。リポジトリに接続しているパッケージマネージャーが PackageB をリクエストすると、
パッケージバージョンがパブリックリポジトリからリポジトリに取り込まれます。これはリポジトリに追
加された PackageB の最初のパッケージバージョンなので、パッケージオリジンの設定は Publish: BLOCK 
と Upstream: ALLOW に設定されています。後で、同じパッケージ名のバージョンをリポジトリに公開し
ようとします。公開パッケージを認識していないために無関係なパッケージを同じ名前で公開しようと
しているか、パッチを適用したバージョンを公開しようとしているか、すでに存在する正確なパッケージ
バージョンを外部に直接公開しようとしているかのどちらかです。CodeArtifact公開しようとしているバー
ジョンは拒否されますが、拒否されたバージョンを明示的に無効にして、必要に応じてバージョンを公開
することができます。

次の図では、RePoACodeArtifact はパブリックリポジトリへの外部接続を備えたリポジトリです。リポジ
トリには、パブリックリポジトリから取り込んだバージョン 3.0 が含まれています。バージョン 1.1 をリ
ポジトリに公開したい。通常、バージョン 1.2 を RePoA に公開できますが、公開が Block に設定されて
いるため、バージョン 1.2 は公開できません。

既存の外部パッケージのパッチ適用済みパッケージバージョンの公開

このシナリオでは、PackageB というパッケージが、リポジトリに接続したパブリックリポジトリに外部
に存在します。リポジトリに接続しているパッケージマネージャーが PackageB をリクエストすると、
パッケージバージョンがパブリックリポジトリからリポジトリに取り込まれます。これはリポジトリに追
加された PackageB の最初のパッケージバージョンなので、パッケージオリジンの設定は Publish: BLOCK 
と Upstream: ALLOW に設定されています。チームは、このパッケージのパッチを適用したパッケージ
バージョンをリポジトリに公開する必要があると判断しました。パッケージバージョンを直接公開できる
ようにするには、チームはパッケージオリジンコントロール設定を [公開:許可] と [アップストリーム:ブ
ロック] に変更します。このパッケージのバージョンをリポジトリに直接公開し、パブリックリポジトリか
ら取り込むことができるようになりました。チームがパッチを適用したパッケージバージョンを公開する
と、チームはパッケージオリジンの設定を [公開:ブロック] と [アップストリーム:許可] に戻します。

Package オリジンコントロール設定
パッケージオリジンコントロールでは、パッケージバージョンをリポジトリに追加する方法を設定できま
す。次のリストには、使用可能なパッケージオリジンコントロール設定と値が含まれています。

発行

この設定では、パッケージマネージャーなどのツールを使用してパッケージバージョンをリポジトリに直
接公開できるかどうかを設定します。

• 許可:Package バージョンは直接公開できます。
• ブロック:Package バージョンを直接公開することはできません。

アップストリーム

この設定では、パッケージマネージャーからの要求に応じて、パッケージバージョンを外部リポジトリや
パブリックリポジトリから取り込むか、上流のリポジトリから保持できるかを設定します。
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• 許可:どのパッケージバージョンも、CodeArtifactアップストリームリポジトリとして設定された他のリ
ポジトリから保持することも、外部接続を使用して公開ソースから取り込むこともできます。

• ブロック:Package バージョンは、CodeArtifactアップストリームリポジトリとして設定されている他の
リポジトリから保持したり、外部接続のあるパブリックソースから取り込んだりすることはできませ
ん。

デフォルトのパッケージオリジンコントロール設定
パッケージのデフォルトのパッケージオリジンコントロールは、そのパッケージの最初のバージョンがリ
ポジトリにどのように追加されるかに基づいています。

Note

2022 年 5CodeArtifact 月頃より前にリポジトリに存在していたパッケージには、デフォルトの
パッケージオリジンコントロールが「公開:許可」と「アップストリーム:許可」になります。この
ようなPackage には、パッケージオリジンコントロールを手動で設定する必要があります。その
時以降、新しいパッケージには現在のデフォルト値が設定され、2022年7月14日に機能がリリー
スされたときに適用され始めました。パッケージのオリジンコントロールの設定の詳細について
は、「」を参照してくださいパッケージオリジンコントロールの編集 (p. 81)。

• 最初のパッケージバージョンがパッケージマネージャーによって直接公開された場合、設定は [公開:許
可] と [アップストリーム:ブロック] になります。

• 最初のパッケージバージョンが公開ソースからインジェストされた場合、設定は [公開:ブロック]、[アッ
プストリーム:許可] になります。

パッケージオリジンコントロールの編集
Package オリジンコントロールは、パッケージの最初のパッケージバージョンがリポジトリに追加される
方法に基づいて自動的に設定されます。詳細については、を参照してくださいデフォルトのパッケージオ
リジンコントロール設定 (p. 81)。CodeArtifactリポジトリ内のパッケージのパッケージオリジンコント
ロールを追加または編集するには、次の手順を実行します。

パッケージのオリジンコントロールを追加または編集するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/homeAWSCodeArtifact でコンソールを開きま
す。

2. ナビゲーションペインで、[リポジトリ] を選択し、編集するパッケージを含むリポジトリを選択しま
す。

3. 「パッケージ」テーブルで、編集するパッケージを検索して選択します。
4. パッケージ概要ページのOriginコントロールで、「編集」 を選択します。
5. 「オリジンコントロールの編集」で、このパッケージに設定するパッケージオリジンコントロールを

選択します。Publish と Upstream の両方のパッケージオリジンコントロール設定を同時に設定する必
要があります。

• パッケージバージョンを直接公開できるようにするには、「公開」で「許可」を選択します。パッ
ケージバージョンの公開をブロックするには、[ブロック] を選択します。

• 外部リポジトリからのパッケージの取り込みと上流リポジトリからのパッケージの取得を許可する
には、「アップストリームソース」で「許可」を選択します。外部および上流のリポジトリからの
パッケージバージョンの取り込みとプルをすべてブロックするには、「ブロック」を選択します。

パッケージオリジンコントロールを追加または編集するには (AWS CLI)

1. まだ設定していない場合は、AWS CLIの手順に従って設定してくださいでのセットアップ
AWSCodeArtifact (p. 4)。

81

https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/home


CodeArtifact CodeArtifact ユーザーガイド
公開リポジトリとアップストリームリポジトリ

2. put-package-origin-configurationコマンドを使用して、パッケージオリジンコントロールを
追加または編集します。以下のフィールドを置き換えます。

• my_domain を、CodeArtifact更新するパッケージを含むドメインに置き換えます。
• my_repo を、CodeArtifact更新するパッケージを含むリポジトリに置き換えます。
• npm を、更新するパッケージのパッケージ形式に置き換えます。
• my_package を、テンプレートの更新名に置き換えます。
• ALLOW と BLOCK を希望のパッケージオリジンコントロール設定に置き換えてください。

aws codeartifact put-package-origin-configuration --domain my_domain \
--repository my_repo --format npm --package my_package \  
--restrictions publish=ALLOW,upstream=BLOCK

公開リポジトリとアップストリームリポジトリ
CodeArtifact到達可能なアップストリームリポジトリまたは公開リポジトリに存在するパッケージバージョ
ンを公開することはできません。たとえば、Maven パッケージcom.mycompany.mypackage:1.0をリポ
ジトリmyrepoに公開するとし、myrepoが Maven Central への外部接続を持つアップストリームリポジト
リを持つとします。次のシナリオを考えてみます。

1. com.mycompany.mypackage上のパッケージオリジンコントロール設定は、「公開:許可」と「アッ
プストリーム:許可」です。がアップストリームのリポジトリまたは Maven Central に存在する場
合com.mycompany.mypackage:1.0、409CodeArtifactmyrepo の競合エラーを通してすべて拒否しま
す。ただし、など、別のバージョンを公開することもできますcom.mycompany.mypackage:1.1。

2. com.mycompany.mypackage上のパッケージオリジンコントロール設定は、「公開:許可」と「アップ
ストリーム:ブロック」です。パッケージバージョンにアクセスできないため、まだ存在しない任意の
バージョンのをリポジトリに公開できます。com.mycompany.mypackage

3. com.mycompany.mypackage上のパッケージオリジンコントロール設定は、「公開:ブロック」と
「アップストリーム:許可」です。パッケージバージョンをリポジトリに直接公開することはできませ
ん。
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のドメインの操作CodeArtifact
CodeArtifactドメインを使用すると、組織全体で複数のリポジトリを簡単に管理できます。ドメインを使用
して、さまざまな AWS アカウントが所有する多くのリポジトリにアクセス許可を適用できます。アセッ
トは、複数のリポジトリから利用できる場合でも、ドメインに一度保存されるだけです。

複数のドメインを使用することもできますが、開発チームがパッケージを見つけて共有できるように、公
開された公開されたアーティファクトをすべて含むひとつの本稼働ドメインを使用することをお勧めしま
す。二つ目の運用前ドメインを使用して、本稼働ドメインの設定に対する変更をテストできます。

以下のトピックでは、CLI と APICodeArtifact を使用してドメインを設定する方法について説明します。

トピック
• ドメインの概要 (p. 83)
• ドメインの作成  (p. 84)
• ドメインの削除 (p. 86)
• ドメインポリシー (p. 87)
• でドメインをタグ付けするCodeArtifact (p. 91)

ドメインの概要
ドメインを使用するとCodeArtifact、以下の場合に便利です。

• 重複排除されたストレージ: ひとつのアセットを、2 から 2,000個のリポジトリで利用できる場合でも、
ドメインには一度しか保存する必要がありません。つまり、ストレージ料金は一度しか払わないという
ことです。

• 高速コピー:CodeArtifactアップストリームのリポジトリからダウンストリームにパッケージをプルする
場合、または CopyPackageVersionsAPI (p. 62) を使用する場合、メタデータレコードだけ更新する必
要があります。アセットはコピーされません。これにより、ステージングまたはテスト用の新しいリポ
ジトリを迅速にセットアップできます。詳細については、「でアップストリームリポジトリを操作する 
CodeArtifact (p. 33)」を参照してください。

• リポジトリとチーム間で簡単に共有: ドメイン内のすべてのアセットとメタデータは、単一で暗号化され
ます。AWS KMS key(KMS キー)。リポジトリごとにキーを管理したり、複数のアカウントにひとつの
キーへのアクセス権を付与したりする必要はありません。

• 複数のリポジトリにポリシーを適用する: ドメイン管理者は、ドメイン全体にポリシーを適用できます。
これには、ドメイン内のリポジトリにアクセスできるアカウントを制限したり、パッケージのソースと
して使用する公開リポジトリへの接続を設定できるアカウントを制限することも含まれます。詳細につ
いては、[ドメインポリシー] (p. 87) を参照してください。

• [固有のリポジトリ名]: ドメインはリポジトリのネームスペースを提供します。リポジトリ名は、ドメイ
ン内で固有であれば十分です。わかりやすい意味のある名前を使ってください。

ドメイン名はアカウント内で固有である必要があります。

ドメインがないと、リポジトリを作成することはできません。CreateRepository (p. 14)API を使用してリ
ポジトリを作成するには、ドメイン名を指定する必要があります。あるドメインから別のドメインにリポ
ジトリを移動することはできません。

リポジトリは、ドメインを所有するAWSアカウントと同じアカウントで所有することもできますし、
また、別のアカウントでも所有できます。所有アカウントが異なる場合は、リポジトリ所有アカウント
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にCreateRepositoryドメインリソースに対するアクセス許可を与える必要があります。これを行うに
は、PutDomainPermissionsPolicy (p. 90)コマンドを使用してドメインにリソースポリシーを追加してく
ださい。

ひとつの組織が複数のドメインを使用することもできますが、開発チームが組織中でパッケージを見つけ
て共有できるように、公開されたアーティファクトをすべて含む 1 つの本稼働ドメインを使用すること
をお勧めします。二つ目の運用前ドメインがあれば、本稼働ドメイン設定の変更をテストするのに便利で
す。

クロスアカウントドメイン
ドメイン名はアカウント内でのみ固有であれば十分です。つまり、リージョン内に同じ名前のドメインが
複数存在することも可能です。このため、認証されていないアカウントが所有するドメインにアクセスす
る場合は、CLI とコンソールの両方で、ドメイン所有者 ID とドメイン名を提供する必要があります。以下
の CLI の例を参照してください。

認証されたアカウントが所有するドメインにアクセス：

認証されたアカウント内のドメインにアクセスする場合は、ドメイン名を指定するだけで済みます。以下
の例では、アカウントに所有されている [my_domain] というドメインの [my_repo] リポジトリ内の
パッケージを一覧表示します。

aws codeartifact list-packages --domain my_domain --repository my_repo

認証されていないアカウントが所有するドメインにアクセス:

認証されていないアカウントが所有するドメインにアクセスする場合は、ドメイン所有者とドメイン名を
指定する必要があります。以下の例では、認証されていないアカウントが所有する [other-domain] ド
メインの [other-repo] リポジトリ内パッケージを一覧表示します。--domain-ownerパラメータが追
加されたことに注目してください。

aws codeartifact list-packages --domain other-domain --domain-owner 111122223333 --
repository other-repo

ドメインの作成
CodeArtifactコンソールまたはAWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用してドメインを作成できま
す。ドメインを作成するとき、そのドメインにはリポジトリは含まれていません。詳細については、「リ
ポジトリーの作成 (p. 14)」を参照してください。

トピック
• ドメイン (コンソール) を作成するには (p. 84)
• ドメイン (AWS CLI) の作成 (p. 85)

ドメイン (コンソール) を作成するには
1. https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/homeAWSCodeArtifact でコンソールを開きま

す。
2. ナビゲーションペインで [ドメイン] をクリックし、[Create domain] (ドメインの作成) をクリックしま

す。
3. [名前] にドメイン名を入力します。
4. [Additional configuration] (追加設定) を展開します。
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5. ドメイン内のすべてのアセットを暗号化するためには、AWS KMS key (KMS キー) を使用してくださ
い。AWSマネージド KMS キーまたは管理する KMS キーを使用することができます。

Important

• CodeArtifact対称 KMS キーのみをサポートします。非対称 KMS キーCodeArtifactを使用し
てドメインを暗号化することはできません。詳細については、「対称キーと非対称 KMS 
キーの識別」を参照してください。新しいカスタマー管理キーを作成する方法について
は、AWS Key Management Service開発者ガイドの「対称暗号化 KMS キーの作成」を参
照してください。

• CodeArtifactAWS KMS外部キーストア (XKS) はサポートしていません。外部キースト
ア内のキーを参照するキー ARN を使用してドメインを作成しようとすると、400 (Bad 
Request) エラーで失敗します。AWS KMS

• デフォルトAWS マネージドキーを使用するには、[AWS マネージドキー] を選択してください。
• 管理している KMS キーを使用する場合、[カスタマーマネージドキー] を選択してください。[カス

タマーマネージドキー ARN] で管理している KMS キーを使用するには、KMS キーを検索して選択
します。

詳細については、[AWS Key Management Service デベロッパーガイド] の AWS マネージドキー と
[カスタマーマネージドキー] を参照してください。

6. [ドメインの作成] をクリックします。

ドメイン (AWS CLI) の作成
を使用してドメインを作成するにはAWS CLI、create-domainコマンドを使用します。ドメイン内のす
べてのアセットを暗号化するためには、AWS KMS key(KMS キー) を使用する必要があります｡ AWSマ
ネージド KMS キーまたは管理する KMS キーを使用できます。AWSマネージド KMS キーを使用する場
合、--encryption-keyパラメータは利用しないでください。KMS キーの詳細については、AWS Key 
Management Service開発者ガイドの「カスタマー管理キー」を参照してくださいAWS マネージドキー。

Important

• CodeArtifact対称 KMS キーのみをサポートします。非対称 KMS キーCodeArtifactを使用して
ドメインを暗号化することはできません。詳細については、「対称キーと非対称 KMS キーの
識別」を参照してください。新しいカスタマー管理キーを作成する方法については、AWS Key 
Management Service開発者ガイドの「対称暗号化 KMS キーの作成」を参照してください。

• CodeArtifactAWS KMS外部キーストア (XKS) はサポートしていません。外部キーストア内の
キーを参照するキー ARN を使用してドメインを作成しようとすると、400 (Bad Request) エ
ラーで失敗します。AWS KMS

aws codeartifact create-domain --domain my_domain

JSON 形式のデータが、新しいドメインの詳細とともに出力に表示されます。

{ 
    "domain": { 
        "name": "my_domain", 
        "owner": "111122223333", 
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:domain/my_domain", 
        "status": "Active", 
        "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/your-kms-key", 
        "repositoryCount": 0, 
        "assetSizeBytes": 0, 
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        "createdTime": "2020-10-12T16:51:18.039000-04:00" 
    }
}

管理する KMS キーを使用する場合は、Amazon リソースネーム (ARN) を--encryption-keyパラメータ
に含めてください。

aws codeartifact create-domain --domain my_domain --encryption-key arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/your-kms-key

JSON 形式のデータが、新しいドメインの詳細とともに出力に表示されます。

{ 
    "domain": { 
        "name": "my_domain", 
        "owner": "111122223333", 
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:domain/my_domain", 
        "status": "Active", 
        "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/your-kms-key", 
        "repositoryCount": 0, 
        "assetSizeBytes": 0, 
        "createdTime": "2020-10-12T16:51:18.039000-04:00" 
    }
}

タグ付きのドメインの作成
タグ付きのドメインを作成するには、--tagsパラメータをcreate-domainコマンドに追加してくださ
い。

aws codeartifact create-domain --domain my_domain --tags key=k1,value=v1 key=k2,value=v2

ドメインの削除
CodeArtifactコンソールまたはAWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用してドメインを削除できま
す。

トピック
• ドメイン削除の制限 (p. 86)
• ドメイン (コンソール) を削除するには (p. 87)
• ドメインAWS CLIの削除 (p. 87)

ドメイン削除の制限
通常、リポジトリを含むドメインは削除できません。ドメインを削除する前に、まずリポジトリを削除す
る必要があります。詳細については、「リポジトリを削除する (p. 17)」を参照してください。

ただし、ドメインの KMSCodeArtifact キーにアクセスできなくなった場合は、まだリポジトリが含まれて
いてもドメインを削除できます。この状況は、ドメインの KMS キーを削除するか、CodeArtifactキーへの
アクセスに使用する KMS 権限を取り消した場合に発生します。この状態では、ドメイン内のリポジトリ
やそこに保存されているパッケージにはアクセスできません。ドメインの KMSCodeArtifact キーにアクセ
スできない場合も、リポジトリの一覧表示と削除はできません。このため、ドメインの KMS キーにアク

86

https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/grants.html


CodeArtifact CodeArtifact ユーザーガイド
ドメイン (コンソール) を削除するには

セスできない場合、ドメインを削除してもドメインにリポジトリが含まれているかどうかは確認されませ
ん。

Note

CodeArtifactまだリポジトリを含むドメインを削除すると、15 分以内にリポジトリが非同期で削
除されます。ドメインが削除された後も、リポジトリは自動リポジトリクリーンアップが行われ
るまで、CodeArtifactlist-repositoriesコンソールとコマンドの出力に表示されたままにな
ります。

ドメイン (コンソール) を削除するには
1. https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/homeAWSCodeArtifact でコンソールを開きま

す。
2. ナビゲーションペインで、[ドメイン] をクリックし、削除するドメインをクリックします。
3. [削除] をクリックします。

ドメインAWS CLIの削除
ドメインを削除するには、delete-domain コマンドを使用します。

aws codeartifact delete-domain --domain my_domain --domain-owner 111122223333

JSON 形式のデータが、削除されたドメインの詳細とともに出力に表示されます。

{ 
    "domain": { 
        "name": "my_domain", 
        "owner": "111122223333", 
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:domain/my_domain", 
        "status": "Active", 
        "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/your-kms-key", 
        "repositoryCount": 0, 
        "assetSizeBytes": 0, 
        "createdTime": "2020-10-12T16:51:18.039000-04:00" 
    }
}

ドメインポリシー
CodeArtifactリソースベースのアクセス許可の使用とアクセスのコントロールをサポートしています。リ
ソースベースのアクセス許可により、リソースにだれがアクセスでき、そこでどのようなアクションを実
行できるかを指定できます。デフォルトでは、ドメインを所有する AWS アカウントのみがドメイン内の
リポジトリを作成してアクセスすることができます。ドメインにポリシードキュメントを適用して、他の 
IAM プリンシパルがそこにアクセスできるように許可を与えることができます。

詳細については、[ポリシーとアクセス許可] そして [アイデンティティベースおよびリソースベースのポリ
シー] を参照してください。

トピック
• ドメインへのクロスアカウントアクセスを有効にする (p. 88)
• ドメインポリシーの例 (p. 89)
• AWS Organizationsでのドメインポリシーの例 (p. 89)
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• ドメインポリシーを設定する (p. 90)
• ドメインポリシーを読み取る (p. 90)
• ドメインポリシーを削除する (p. 91)

ドメインへのクロスアカウントアクセスを有効にする
リソースポリシーは、JSON 形式のテキストファイルです。このファイルには、プリンシパル (アクター) 
とひとつ以上のアクションとエフェクト (AllowまたはDeny) を指定する必要があります。別のアカウ
ントが所有するドメインにリポジトリを作成するには、プリンシパルに対して [ドメイン] リソースへ
のCreateRepositoryアクセス許可を付与する必要があります。

たとえば、次のリソースポリシーでは、ドメイン内にリポジトリを作成する123456789012アクセス許可
をアカウントに付与しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "codeartifact:CreateRepository" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                 "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" 
            }, 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

タグ付きのリポジトリの作成を許可するには、codeartifact:TagResourceアクセス許可を含める必要
があります。これにより、ドメインとその中のすべてのリポジトリにタグを追加するためのアカウントア
クセスも付与されます。

ポリシーは、それが添付されているドメインに対する操作についてのみ評価されるため、リソースを指定
する必要はありません。リソースが暗示されているので、Resourceを*に設定できます。

別のアカウントが所有するドメイン内のパッケージにアクセスするには、[ドメインリソース] におけ
るGetAuthorizationTokenアクセス許可をプリンシパルに付与する必要があります。これにより、ドメ
イン所有者は、ドメイン内のリポジトリのコンテンツを読み取ることができるアカウントをコントロール
できます。

たとえば、次のリソースポリシーでは、ドメイン内の任意のリポジトリの認証トークンを取得す
る123456789012許可をアカウントに付与しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "codeartifact:GetAuthorizationToken" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                 "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" 
            }, 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
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}

Note

リポジトリエンドポイントからパッケージを取得するプリンシパルには、ドメインに
対するGetAuthorizationTokenアクセス許可に加えてリポジトリリソースに対す
るReadFromRepositoryアクセス許可が付与される必要があります。同様に、リポジトリエ
ンドポイントにパッケージを公開するプリンシパルには、GetAuthorizationTokenに加え
てPublishPackageVersionへのアクセス許可が必要となります。
ReadFromRepository と PublishPackageVersionへのアクセス許可の詳細については、[レ
ポジトリーポリシー] (p. 22) を参照してください。

ドメインポリシーの例
複数のアカウントがドメインを使用している場合、ドメインを完全に使用できるようにするには、そのア
カウントに基本的なアクセス許可セットを付与する必要があります。次のリソースポリシーは、ドメイン
の完全な使用を許可する一連のアクセス許可を一覧表示します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "BasicDomainPolicy", 
            "Action": [ 
                "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy", 
                "codeartifact:ListRepositoriesInDomain", 
                "codeartifact:GetAuthorizationToken", 
                "codeartifact:DescribeDomain", 
                "codeartifact:CreateRepository" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" 
            } 
        } 
    ]
}

Note

ドメインとそのリポジトリすべてが単一のアカウントによって所有され、そのアカウントからの
み使用する必要がある場合は、ドメインポリシーを作成する必要はありません。

AWS Organizationsでのドメインポリシーの例
aws:PrincipalOrgID条件キーを使って、以下のように、CodeArtifact組織内のすべてのアカウントから
ドメインへアクセスする許可を付与することができます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Sid": "DomainPolicyForOrganization", 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": "*", 
        "Action": [ 
             "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy", 
             "codeartifact:ListRepositoriesInDomain", 
             "codeartifact:GetAuthorizationToken", 
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             "codeartifact:DescribeDomain", 
             "codeartifact:CreateRepository" 
        ], 
        "Resource": "*", 
        "Condition": { 
            "StringEquals": { "aws:PrincipalOrgID":["o-xxxxxxxxxxx"]} 
        } 
    }
}

aws:PrincipalOrgID 条件キーの使用についての詳細は、[IAM ユーザーガイド] の [AWS グローバル条
件コンテキストキー] を参照してください。

ドメインポリシーを設定する
put-domain-permissions-policyコマンドを使用して、ドメインにポリシーを添付することできま
す。

aws codeartifact put-domain-permissions-policy --domain my_domain --domain-
owner 111122223333 \ 
 --policy-document file://</PATH/TO/policy.json>

put-domains-permissions-policyを呼び出すとき、アクセス許可を評価する場合は、ドメインのリ
ソースポリシーは無視されます。これにより、ドメインの所有者がドメインから自分自身をロックアウト
できなくなり、リソースポリシーを更新できなくなることを防ぎます。

Note

リソースポリシーを使用しているドメインのリソースポリシーを更新するために、別のAWSアカ
ウントにアクセス許可を付与することはできません。これは呼び出し時にリソースポリシーが無
視されるためですput-domain-permissions-policy。

サンプル出力:

{ 
    "policy": { 
        "resourceArn": "arn:aws:codeartifact:region-id:111122223333:domain/my_domain", 
        "document": "{ ...policy document content...}", 
        "revision": "MQlyyTQRASRU3HB58gBtSDHXG7Q3hvxxxxxxx=" 
    }
}

コマンドの出力には、ドメインリソースの Amazon リソースネーム (ARN)、ポリシードキュメントの完全
な内容、リビジョン識別子が含まれます。リビジョン識別子は--policy-revisionオプションを使用し
てput-domain-permissions-policyにパスできます。これにより、別のライターが設定した新しい
バージョンではなく、既知のリビジョンのドキュメントが確実に上書きされます。

ドメインポリシーを読み取る
ポリシードキュメントの既存のバージョンを読み取るには、get-domain-permissions-policyコ
マンドを使用します。読みやすいように出力をフォーマットするには、--outputおよび--query 
policy.documentを Python json.toolモジュールと共に、次の通りに使用してください。

aws codeartifact get-domain-permissions-policy --domain my_domain --domain-
owner 111122223333 \ 
   --output text --query policy.document | python -m json.tool

サンプル出力:
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "BasicDomainPolicy", 
            "Action": [ 
                "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy", 
                "codeartifact:ListRepositoriesInDomain", 
                "codeartifact:GetAuthorizationToken", 
                "codeartifact:CreateRepository" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root" 
            } 
        } 
    ]
}

ドメインポリシーを削除する
delete-domain-permissions-policyコマンドを使用して、ドメインからポリシーを削除します。

aws codeartifact delete-domain-permissions-policy --domain my_domain --domain-
owner 111122223333

出力の形式は、get-domain-permissions-policyおよびdelete-domain-permissions-policyコ
マンドの形式と同様になります。

でドメインをタグ付けするCodeArtifact
タグは、AWS リソースに関連付けられるキーと値のペアです。でドメインにタグを適用することができま
すCodeArtifact。CodeArtifact リソースのタグ付け、ユースケース、タグのキーと値の制約、サポートされ
ているリソースタイプの詳細については、「リソースのタグ付け (p. 203)」を参照してください。

ドメインを作成する際、 CLI を使用してタグを指定できます。コンソールまたは CLI を使用して、ドメイ
ンにおけるタグの追加または削除、そしてドメインのタグの値を更新することができます。ドメインごと
に最大 50 個のタグを追加できます。

トピック
• ドメインにタグ付けする (CLI) (p. 91)
• ドメインにタグ付けする (コンソール) (p. 93)

ドメインにタグ付けする (CLI)
CLI を使用して、ドメインのタグを管理できます。

トピック
• ドメインにタグを追加する (CLI) (p. 92)
• ドメインのタグを表示する (CLI) (p. 92)
• ドメインのタグを表示する (CLI) (p. 93)
• ドメインからタグを削除する (CLI) (p. 93)
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ドメインにタグ付けする (CLI)

ドメインにタグを追加する (CLI)
ドメインにタグを付けるには、コンソールまたは AWS CLI を使用できます。

ドメインの作成時にタグを追加するには、「リポジトリーの作成 (p. 14)」を参照してください。

以下のステップでは、AWS CLI の最新版をすでにインストールしているか、最新版に更新しているものと
します。詳細については、[AWS Command Line Interface のインストール]」を参照してください。

ターミナルまたはコマンドラインで、tag-resource コマンドを実行して、タグを追加するドメインの
Amazon リソースネーム (ARN)を指定し、追加するタグキーとタグ値を指定します。

Note

ドメインの ARN を取得するには、describe-domain コマンドを実行します。

aws codeartifact describe-domain --domain my_domain --query domain.arn

ドメインには複数のタグを追加できます。たとえば、[my_domain] という名前のドメインに [#1] のタ
グ値を持つタグキー [##1] と、[#2] のタグ値を持つタグキー [##2] の二つのタグを付ける場合 :

aws codeartifact tag-resource --resource-arn arn:aws:codeartifact:us-
west-2:123456789012:domain/my_domain --tags key=key1,value=value1 key=key2,value=value2

成功した場合は、コマンドの出力はありません。

ドメインのタグを表示する (CLI)
AWS CLI を使用してドメインの AWS タグを表示するには、以下のステップに従ってください。タグが追
加されていない場合、返されるリストは空になります。

ターミナルまたはコマンドラインで、ドメインの Amazon リソースネーム (ARN)というlist-tags-for-
resourceコマンドを実行します。

Note

ドメインの ARN を取得するには、describe-domainコマンドを実行します:

aws codeartifact describe-domain --domain my_domain --query domain.arn

たとえば、arn:aws:codeartifact:us-west-2:123456789012:domain/my_domain ARNの値を
持った [my_domain] というドメインのタグキーとタグ値のリストを表示するには、次のように入力しま
す。

aws codeartifact list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:codeartifact:us-
west-2:123456789012:domain/my_domain

成功した場合、このコマンドは次のような情報を返します。

{ 
    "tags": { 
        "key1": "value1", 
        "key2": "value2" 
    }
}
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ドメインにタグ付けする (コンソール)

ドメインのタグを表示する (CLI)
AWS CLI を使用してドメインのタグを編集するには、次のステップに従います。既存のキーの値を変更し
たり、別のキーを追加できます。次のセクションに示すように、ドメインからタグを削除することもでき
ます。

ターミナルまたはコマンドラインで、tag-resource コマンドを実行して、タグを更新するドメインの ARN 
を指定し、タグキーとタグ値を指定します。

Note

ドメインの ARN を取得するには、describe-domainコマンドを実行してください:

aws codeartifact describe-domain --domain my_domain --query domain.arn

aws codeartifact tag-resource --resource-arn arn:aws:codeartifact:us-
west-2:123456789012:domain/my_domain --tags key=key1,value=newvalue1

成功した場合は、コマンドの出力はありません。

ドメインからタグを削除する (CLI)
AWS CLI を使用してドメインからタグを削除するには、次のステップに従います。

Note

ドメインを削除すると、削除されたドメインからすべてのタグの関連付けが削除されます。ドメ
インを削除する前にタグを削除する必要はありません。

ターミナルまたはコマンドラインで、untag-resource コマンドを実行して、タグを削除するドメインの 
ARN と削除するタグのタグキーを指定します。

Note

ドメインの ARN を取得するには、describe-domainコマンドを実行してください :

aws codeartifact describe-domain --domain my_domain --query domain.arn

たとえば、タグキー [##1] そして [##2] を持った [######] という名前のドメイン上で複数のタグを削
除するためには :

aws codeartifact untag-resource --resource-arn arn:aws:codeartifact:us-
west-2:123456789012:domain/my_domain --tag-keys key1 key2

成功した場合は、コマンドの出力はありません。タグを削除した後、リポジトリの残りのタグをlist-
tags-for-resourceコマンドを使用して見ることができます。

ドメインにタグ付けする (コンソール)
コンソールまたは CLI を使用して、リソースのタグ付けをします。

トピック
• ドメインにタグを追加する (コンソール) (p. 94)
• ドメインのタグを表示する (コンソール) (p. 95)
• ドメインのタグを表示する (コンソール) (p. 95)
• ドメインからタグを削除する (コンソール) (p. 95)
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ドメインにタグ付けする (コンソール)

ドメインにタグを追加する (コンソール)
コンソールを使用して既存のドメインにタグを追加します。

1. https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/homeAWSCodeArtifact でコンソールを開きま
す。

2. [ドメイン] ページで、タグを追加するドメインをクリックします。
3. [詳細] セクションを展開します。
4. [ドメインタグ] で、ドメインにタグがない場合は、[ドメインタグを追加する] をクリックするか、も

しあれば [ドメインタグの表示と編集] をクリックします。
5. [新しいタグを追加] をクリックします。
6. [キー] フィールドと [値] フィールドに、追加するタグごとにテキストを入力します。( [値] フィール

ドはオプションです。) 例えば、[キー] では、「Name」と入力します。[値] には「Test」と入力しま
す。

94

https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/home


CodeArtifact CodeArtifact ユーザーガイド
ドメインにタグ付けする (コンソール)

7. (オプション) [タグの追加] をクリックして行を追加し、さらにタグを入力します。
8. [ドメインの更新] をクリックします。

ドメインのタグを表示する (コンソール)
コンソールを使用して既存のドメインのタグを一覧表示します。

1. https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/homeAWSCodeArtifact でコンソールを開きま
す。

2. [ドメイン] ページで、タグを表示するドメインをクリックします。
3. [詳細] のセクションを展開します。
4. [ドメインタグ] で、[ドメインタグの表示と編集] をクリックします。

Note

このドメインにタグが追加されていない場合、コンソールは [ドメインタグの追加] を読み取
ります。

ドメインのタグを表示する (コンソール)
コンソールを使用してドメインに追加されたタグを編集します。

1. https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/homeAWSCodeArtifact でコンソールを開きま
す。

2. [ドメイン] ページで、タグを更新するドメインをクリックします。
3. [詳細] のセクションを展開します。
4. [ドメインタグ] で、[ドメインタグの表示と編集] をクリックします。

Note

このドメインにタグが追加されていない場合、コンソールは [ドメインタグの追加] を読み取
ります。

5. [キー] フィールドと [値] フィールドで、必要に応じて各フィールドの値を更新します。例えば、Name
キーの場合は、[値] で、Test を Prod に変更します。

6. [ドメインの更新] をクリックします。

ドメインからタグを削除する (コンソール)
コンソールを使用してパイプラインからタグを削除できます。

1. https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/homeAWSCodeArtifact でコンソールを開きま
す。

2. [ドメイン] ページで、タグを削除するドメインをクリックします。
3. [詳細] のセクションを展開します。
4. [ドメインタグ] で、[ドメインタグの表示と編集] をクリックします。

Note

このドメインにタグが追加されていない場合、コンソールは [ドメインタグを追加] を読み取
ります。

5. 削除する各タグのキーと値の横にある [削除] をクリックします。
6. [ドメインの更新] をクリックします。
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npm の設定と使用

CodeArtifactをnpmで使用する
以下のトピックでは、Node.js パッケージマネージャーnpmをCodeArtifactで使用する方法について説明し
ます。

Note

CodeArtifactは、node v4.9.1およびそれ以降、npm v5.0.0およびそれ以降に対応します。

トピック
• CodeArtifact で npm を設定して使用する (p. 96)
• Yarn の設定と使用 CodeArtifact (p. 99)
• npm コマンドサポート (p. 101)
• npm タグ処理 (p. 105)
• npm 互換パッケージマネージャーのサポート (p. 107)

CodeArtifact で npm を設定して使用する
CodeArtifact でリポジトリを作成したら、npm クライアントを使用してパッケージをインストールして公
開できます。リポジトリエンドポイントと認可トークンで npm を設定するための推奨される方法は、aws 
codeartifact login コマンドの使用です。npm を手動で設定することもできます。

目次
• login コマンドを使用した npm の設定 (p. 96)
• login コマンドを使用せずに npm を設定する (p. 97)
• npm コマンドを実行する (p. 98)
• npm の認証と認可の検証 (p. 98)
• デフォルトの npm レジストリに戻す (p. 99)

login コマンドを使用した npm の設定
aws codeartifact login コマンドを使用して、npm で使用する認証情報を取得します。

Note

所有しているドメインのリポジトリにアクセスする場合は、--domain-owner を含める必要はあ
りません。詳細については、「クロスアカウントドメイン (p. 84)」を参照してください。

aws codeartifact login --tool npm --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repo

このコマンドは、 ~/.npmrc ファイルに次の変更を加えます:

• AWS 認証情報を使用して CodeArtifact からそれを取得した後、認可トークンを追加します。
• npm レジストリを、--repository オプションで指定されたリポジトリに設定します。
• npm 6 以下の場合: を追加します。"always-auth=true"したがって、認可トークンはすべての npm 

コマンドに対して送信されます。
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login コマンドを使用せずに npm を設定する

login実行後のデフォルトの認証期限は12時間です。loginはトークンを定期的に更新するために実行さ
れねばなりません。login コマンドで作成される認可トークンの詳細については、「loginコマンドで作
成されたトークン (p. 190)」を参照してください。

login コマンドを使用せずに npm を設定する
aws codeartifact login コマンドを使用せずに CodeArtifact リポジトリで npm を設定するに
は、npm 設定を手動で更新します。

login コマンドを使用せずに npm を設定するには

1. コマンドラインで、CodeArtifact 認可トークンを取得し、環境変数に保存します。npm はこのトーク
ンを使用して CodeArtifact リポジトリで認証します。

Note

次のコマンドは、macOS または Linux 用です。Windows での環境変数の設定については、
「環境変数を使用して認証トークンを渡す (p. 192)」を参照してください。

CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN=`aws codeartifact get-authorization-token --domain my_domain --
domain-owner 111122223333 --query authorizationToken --output text`

2. 次のコマンドを実行して、CodeArtifact リポジトリのエンドポイントを取得します。リポジトリエン
ドポイントは、パッケージをインストールまたは公開するために npm をリポジトリに指すために使用
されます。

• my_domain を CodeArtifact ドメイン名で置き換えます。
• 111122223333 をAWS ドメインの所有者のアカウント ID で置き換えます。所有しているドメイン

のリポジトリにアクセスする場合は、--domain-owner を含める必要はありません。詳細につい
ては、「クロスアカウントドメイン (p. 84)」を参照してください。

• my_repo を CodeArtifact リポジトリ名で置き換えます。

aws codeartifact get-repository-endpoint --domain my_domain --domain-owner 111122223333
 --repository my_repo --format npm

次の URL は、リポジトリエンドポイントの例です。

https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/npm/my_repo/

Important

レジストリ URL はスラッシュ (/) で終わる必要があります。そうしないと、リポジトリに接
続することはできません。

3. npm config setコマンドを使用して、CodeArtifact リポジトリにレジストリを設定します。URL 
を、前のステップのリポジトリエンドポイントの URL に置き換えます。

npm config set 
 registry=https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.region.amazonaws.com/
npm/my_repo/

4. npm config set コマンドを使用して、npm 設定に認可トークンを追加します。

npm config set //my_domain-111122223333.d.codeartifact.region.amazonaws.com/
npm/my_repo/:_authToken=$CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN
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npm コマンドを実行する

npm 6 以下の場合: npm に常に認証トークンを CodeArtifact に渡すようにするには、GETリクエス
ト、always-auth設定変数npm config set。

npm config set //my_domain-111122223333.d.codeartifact.region.amazonaws.com/
npm/my_repo/:always-auth=true

構成ファイルの例 (.npmrc)

次に .npmrc ファイルの例を示します。CodeArtifact レジストリエンドポイントを設定するための先の指
示に従った後、認証トークンを追加し、always-auth を設定します。

registry=https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/npm/my-cli-
repo/
//my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/npm/
my_repo/:_authToken=eyJ2ZX...
//my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/npm/my_repo/:always-
auth=true

npm コマンドを実行する
npm クライアントを設定したら、npm コマンドを実行できます。パッケージがリポジトリまたはその上流
のリポジトリの1つに存在すると仮定すると、パッケージを npm install でインストールできます。例
えば、以下を使用して lodash パッケージをインストールします。

npm install lodash

次のコマンドを使用して、新しい npm パッケージを CodeArtifact リポジトリに公開します。

npm publish

npm パッケージを作成する方法については、npm ドキュメントウェブサイト 上の Node.js モジュールの
作成 を参照してください。CodeArtifact でサポートされる npm コマンドのリストについては、npm コマ
ンドのサポート (p. 101) を参照してください。

npm の認証と認可の検証
npm ping コマンドの呼び出しは、次のことを検証する方法です。

• CodeArtifact リポジトリに対して認証できるように、認証情報が正しく設定されました。
• 認可設定により、ReadFromRepository アクセス許可が与えられます。

npm ping の正常な呼び出しからの出力は次のようになります。

$ npm -d ping
npm info it worked if it ends with ok
npm info using npm@6.4.1
npm info using node@v9.5.0
npm info attempt registry request try #1 at 4:30:59 PM
npm http request GET https://<domain>.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/npm/shared/-/
ping?write=true
npm http 200 https:///npm/shared/-/ping?write=true
Ping success: {}
npm timing npm Completed in 716ms
npm info ok
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デフォルトの npm レジストリに戻す

-d オプションを指定すると、npm はリポジトリ URL を含む追加のデバッグ情報を出力します。この情報
により、npm が期待するリポジトリを使用するように設定されていることを簡単に確認できます。

デフォルトの npm レジストリに戻す
npm を CodeArtifact で設定すると、npm レジストリが指定された CodeArtifact リポジトリに設定されま
す。次のコマンドを実行すると、CodeArtifact への接続が完了したら、npm レジストリをデフォルトのレ
ジストリに戻すことができます。

npm config set registry https://registry.npmjs.com/

Yarn の設定と使用 CodeArtifact
リポジトリを作成すると、Yarn クライアントを使用して npm パッケージを管理できます。

Note

Yarn 1.X は npm 設定ファイル (.npmrc) から情報を読み取り、使用します。一方、Yarn 2.X
はこれを行いません。Yarn 2.X の設定は .yarnrc.yml ファイルで定義する必要があります。

目次
• aws codeartifact login コマンドを使用して Yarn 1.X を設定します。 (p. 99)
• yarn config set コマンドを使用して Yarn 2.X を設定します。 (p. 100)

aws codeartifact login コマンドを使用して 
Yarn 1.X を設定します。
を使用する場合Yarn 1.X、Yarnは次のように設定できます CodeArtifact の使用aws codeartifact 
loginコマンド。-loginコマンドは、~/.npmrc ファイルを CodeArtifact リポジトリのエンドポイント情報
と認証情報。Yarn 1.X と yarn コマンドは、 ~/.npmrc ファイルの設定情報を使用します。

login コマンドを使用して Yarn 1.X を設定するには

1. まだ設定していない場合は、の開始方法 CodeArtifact (p. 7) に記述されているように、AWS CLI で使
用するための AWS 認証情報を設定します。

2. aws codeartifact login コマンドを正常に実行するには、npm をインストールする必要があり
ます。インストール手順については、npm ドキュメント の Node.js と npm のダウンロードとインス
トール を参照してください。

3. を使用するaws codeartifact loginコマンドの取得 CodeArtifact 認証情報を使用して ~/.npmrc 
ファイルを設定します。

• 置換my_domainの使用 CodeArtifact ドメインの名前。
• 111122223333 をAWS ドメインの所有者のアカウント ID で置き換えます。所有しているドメイン

のリポジトリにアクセスする場合は、--domain-owner を含める必要はありません。詳細につい
ては、「クロスアカウントドメイン (p. 84)」を参照してください。

• 置換my_repoの使用 CodeArtifact リポジトリの名前。

aws codeartifact login --tool npm --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repo

loginコマンドを使用すると、~/.npmrc ファイルに次の変更が行われます。
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yarn config set コマンドを

使用して Yarn 2.X を設定します。

• 認可トークンを取得した後、それを追加します CodeArtifact の使用AWS認証情報。
• npm レジストリを、--repository オプションで指定されたリポジトリに設定します。
• npm 6 以下の場合: を追加します。"always-auth=true"そのため、認証トークンはnpmコマンド

ごとに送信されます。

login を呼び出した後のデフォルトの認可期間は12時間であり、トークンを定期的に更新するには
login を呼び出す必要があります。login コマンドを使用して作成された認可トークンの詳細につい
ては、「loginコマンドで作成されたトークン (p. 190)」を参照してください。

4. npm 7.X と 8.X 用、追加する必要がありますalways-auth=true~/.npmrc ファイルに移動して Yarn 
を使用する。

• ~/.npmrc ファイルをテキストエディタで開き、always-auth=true を新しい行に追加します。

yarn config list コマンドを使用して、Yarn が正しい設定を使用していることを確認できます。コマ
ンドを実行した後、info npm config セクションの値をチェックします。コンテンツは次のスニペット
のようになります。

info npm config
{ 
  registry: 'https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/npm/
my_repo/', 
  '//my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/npm/
my_repo/:_authToken': 'eyJ2ZXI...', 
  'always-auth': true
} 
       

yarn config set コマンドを使用して Yarn 2.X を
設定します。
次の手順は、yarn config set コマンドを使用して、コマンドラインから .yarnrc.yml 設定を更新し
て Yarn 2.X を設定する方法の詳細です。

コマンドラインから yarnrc.yml 設定を更新するには

1. まだ設定していない場合は、の開始方法 CodeArtifact (p. 7) に記述されているように、AWS CLI で使
用するための AWS 認証情報を設定します。

2. を使用するaws codeartifact get-repository-endpointコマンドであなたの CodeArtifact リ
ポジトリのエンドポイント。

• 置換my_domainの使用 CodeArtifact ドメインの名前。
• 111122223333 をAWS ドメインの所有者のアカウント ID で置き換えます。所有しているドメイン

のリポジトリにアクセスする場合は、--domain-owner を含める必要はありません。詳細につい
ては、「クロスアカウントドメイン (p. 84)」を参照してください。

• 置換my_repoの使用 CodeArtifact リポジトリの名前。

aws codeartifact get-repository-endpoint --domain my_domain --domain-owner 111122223333
 --repository my_repo --format npm

3. リポジトリエンドポイントを使用して、.yarnrc.yml ファイルで npmRegistryServer 値を更新しま
す。
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yarn config set npmRegistryServer 
 "https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.region.amazonaws.com/npm/my_repo/"

4. の取得 CodeArtifact 認可トークンを取得し、環境変数に保存します。

Note

次のコマンドは、macOS または Linux 用です。Windows での環境変数の設定については、
「環境変数を使用して認証トークンを渡す (p. 192)」を参照してください。

• 置換my_domainの使用 CodeArtifact ドメインの名前。
• 111122223333 をAWS ドメインの所有者のアカウント ID で置き換えます。所有しているドメイン

のリポジトリにアクセスする場合は、--domain-owner を含める必要はありません。詳細につい
ては、「クロスアカウントドメイン (p. 84)」を参照してください。

• 置換my_repoの使用 CodeArtifact リポジトリの名前。

CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN=`aws codeartifact get-authorization-token --domain my_domain --
domain-owner 111122223333 --query authorizationToken --output text`

5. を使用するyarn config set追加するコマンド CodeArtifact .yarnrc.yml ファイルへの認可トーク
ン。次のコマンドの URL を、ステップ 2 のリポジトリエンドポイントの URL に置き換えます。

yarn config set 
 'npmRegistries["https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.region.amazonaws.com/
npm/my_repo/"].npmAuthToken' "${CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN}"

6. yarn config set コマンドを使用して、npmAlwaysAuth の値を true に設定します。次のコマン
ドの URL を、ステップ 2 のリポジトリエンドポイントの URL に置き換えます。

yarn config set 
 'npmRegistries["https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.region.amazonaws.com/
npm/my_repo/"].npmAlwaysAuth' "true"

設定後、.yarnrc.yml 設定ファイルには、次のスニペットに似た内容が含まれている必要があります。

npmRegistries: 
  "https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/npm/my_repo/": 
    npmAlwaysAuth: true 
    npmAuthToken: eyJ2ZXI...

npmRegistryServer: "https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/
npm/my_repo/"

また、 yarn config コマンドを使用して、npmRegistries および npmRegistryServer の値を確認
することもできます。

npm コマンドサポート
以下のセクションでは、 CodeArtifactリポジトリでサポートされている npm コマンドと、サポートされて
いない特定のコマンドについてまとめます。

目次
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• リポジトリと対話するサポートされているコマンド (p. 102)
• サポートされているクライアント側のコマンド (p. 103)
• サポートされていないコマンド (p. 104)

リポジトリと対話するサポートされているコマンド
このセクションでは、npm クライアントが設定されているレジストリに対して 1 つ以上の要求を行う npm 
コマンドの一覧を示します (例えば、npm config set registry)。これらのコマンドは、 CodeArtifact 
リポジトリに対して呼び出されたときに正しく機能することが確認されています。

コマンド 説明

bugs (バグ) パッケージのバグトラッカー URL の場所を推測
し、開こうとします。

ci (クリーンスレートインストール) クリーンスレートでプロジェクトをインストール
します。

deprecate (非推奨) パッケージのバージョンを非推奨にします。

dist-tag (配布タグ) パッケージ配布タグを変更します。

docs (ドキュメンテーション) パッケージのドキュメンテーション URL の場所を
推測し、--browser　config　パラメータを使用
してそれを開こうとします。

doctor (ドクター) 一連のチェックを実行して、npm JavaScript イン
ストールにパッケージを管理するために必要なも
のがあることを確認します。

install (インストール) パッケージをインストールします。

install-ci-test クリーンスレートでプロジェクトをインストール
し、テストを実行します。エイリアス: npm cit
このコマンドは、npm ci の直後に npm test を
実行します。

install-test (インストールテスト) パッケージをインストールしてテストを実行しま
す。npm install の直後に npm test を実行し
ます。

outdated (旧式) 設定されたレジストリをチェックして、インス
トールされているパッケージが現在古いかどうか
を確認します。

ping (旧式) 設定または指定された npm レジストリに ping を
実行し、認証を検証します。

publish (出力) パッケージバージョンをレジストリに出力しま
す。

update (アップデート) パッケージのリポジトリ URL の場所を推測し、--
browser config パラメータを使用してそれを開こ
うとします。

view (表示) パッケージメタデータの表示 メタデータプロパ
ティを印刷するために使用できます。
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サポートされているクライアント側のコマンド
CodeArtifact これらのコマンドはリポジトリとの直接的なやりとりを必要としないため、サポートのため
に何もする必要はありません。

コマンド 説明

buid (構築) パッケージを構築します。

cache (キャッシュ) パッケージキャッシュを操作します。

completion (完成) すべての npm コマンドでタブ補完を有効にしま
す。

config (設定) ユーザーとグローバル npmrc ファイルのコンテン
ツを更新します。

depute (代理) ローカルパッケージツリーを検索し、依存関係を
ツリー上に移動して構造を単純化しようとしま
す。依存関係は複数の依存パッケージによってよ
り効果的に共有できます。

edit (編集) インストールされたパッケージを編集します。現
在作業中のディレクトリ内の依存関係を選択し、
パッケージフォルダをデフォルトエディタで開き
ます。

explore (調査) インストールされているパッケージを参照しま
す。指定されたインストール済みパッケージの
ディレクトリにサブシェルをスポーンします。コ
マンドが指定されている場合はサブシェルで実行
され、すぐに終了します。

help (ヘルプ) npm に関するヘルプを取得します。

help-search (ヘルプ検索) npm ヘルプドキュメントを検索します。

init (初期) package.json ファイルを作成します。

link (リンク) パッケージフォルダをシンボリックリンクしま
す。

ls (リスト) インストールされているパッケージを一覧表示し
ます。

pack (パッケージ) パッケージから tarball を作成します。

prefix (プレフィックス) プレフィックスを表示します。これは、-g も指定
されていない限り、package.json ファイルを格
納する最も近い親ディレクトリです。

prune (削除) 親パッケージの依存関係リストに一覧表示されて
いないパッケージを削除します。

rebuild (再構築) 一致したフォルダに対して npm build コマンド
を実行します。

restart (再起動) パッケージの停止、再起動、開始スクリプト、お
よび関連する前後のスクリプトを実行します。
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コマンド 説明

root (ルート) 効果的な node_modules フォルダをデフォルト出
力に印刷します。

run-script (スクリプト実行) 任意のパッケージスクリプトを実行します。

shrinkwrap (収縮包装) パブリケーションの依存関係バージョンをロック
ダウンします。

uninstall (アンインストール) パッケージをアンインストールします。

サポートされていないコマンド
これらの npm コマンドは、 CodeArtifact リポジトリではサポートされていません。

コマンド 説明 メモ

access (アクセス) 公開パッケージのアクセスレベ
ルを設定します。

CodeArtifact 公開 npmjs リポジ
トリとは異なるアクセス許可モ
デルを使用します。

adduser レジストリユーザーアカウント
を追加します。

CodeArtifact 公開 npmjs リポジ
トリとは異なるユーザーモデル
を使用します。

audit (監査) セキュリティ監査を実行しま
す。

CodeArtifact は現在、セキュリ
ティ脆弱性データを提供してい
ません。

hook (フック) 追加、削除、リスト、更新な
ど、npm フックを管理します。

CodeArtifact は現在、いかなる
種類の変更通知メカニズムもサ
ポートしていません。

login (ログイン) ユーザーを認証します。これは
npm adduser のエイリアスで
す。

CodeArtifact 公開 npmjs リポジ
トリとは異なる認証モデルを使
用します。詳細については、npm 
の認証 (p. 96) を参照してくだ
さい。

logout (サインアウト) レジストリからサインアウトし
ます。

CodeArtifact 公開 npmjs リポジ
トリとは異なる認証モデルを使
用します。 CodeArtifact リポジ
トリからサインアウトする方法
はありませんが、認証トークン
は、設定可能な有効期限後に期
限切れになります。デフォルト
のトークンの期間は 12 時間で
す。

owner (オーナー) パッケージの所有者を管理しま
す。

CodeArtifact 公開 npmjs リポジ
トリとは異なるアクセス許可モ
デルを使用します。

profile (プロファイル) レジストリプロファイルの設定
を変更します。

CodeArtifact 公開 npmjs リポジ
トリとは異なるユーザーモデル
を使用します。
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コマンド 説明 メモ

search (検索) 検索語に一致するパッケージを
レジストリで検索します。

CodeArtifact list-packages (p. 52)
コマンドを使用した限定的な検
索機能をサポートしています。

star (星) お気に入りのパッケージをマー
クします。

CodeArtifact は現在、いかなる種
類のお気に入りメカニズムもサ
ポートしていません。

stars (星) お気に入りとしてマークされた
パッケージを表示します。

CodeArtifact は現在、いかなる種
類のお気に入りメカニズムもサ
ポートしていません。

team (チーム) 組織チームとチームメンバー
シップを管理します。

CodeArtifact 公開 npmjs リポジ
トリとは異なるユーザーおよび
グループのメンバーシップモデ
ルを使用します。詳細について
は、IAM ユーザーガイド の アイ
デンティティ (ユーザー、グルー
プ、ロール) を参照してくださ
い。

token (トークン) 認証トークンを管理します。 CodeArtifact 認証トークンを取得
するために別のモデルを使用し
ます。詳細については、npm で
の認証 (p. 96) を参照してくだ
さい。

unpublished レジストリからパッケージを削
除します。

CodeArtifact npm クライアント
を使用したリポジトリからの公
開バージョンの削除をサポート
していません。delete-package-
version (p. 67) コマンドを使用で
きます。

whoami (私は誰) npm ユーザー名を表示します。 CodeArtifact 公開 npmjs リポジ
トリとは異なるユーザーモデル
を使用します。

npm タグ処理
npm レジストリは タグ をサポートしており、これはパッケージバージョンの文字列エイリアスです。タ
グを使用して、バージョン番号の代わりにエイリアスを指定できます。例えば、複数の開発ストリームを
持つプロジェクトがあり、別のタグ (例えば、stable、beta、dev、canary) をストリームごとに使用
する場合があります。詳細については、npm ウェブサイト上の dist-tag を参照してください。

デフォルトでは、npm は latest タグを使用して、パッケージの現在のバージョンを識別します。npm 
install pkg (@version または @tag 指定子なし) は latest タグをインストールします。通常、プロ
ジェクトは安定版リリースバージョンに対してのみ、latest タグを使用します。他のタグは、不安定版ま
たはプレリリースバージョンに使用されます。

npm クライアントでタグを編集する
3 つの npm dist-tag コマンド (add、rm および ls) は、 CodeArtifact リポジトリでは、デフォルト 
npm レジストリ 内と同様に機能します。
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npm タグと CopyPackageVersions API
CopyPackageVersions API を使用してnpm パッケージバージョンをコピーすると、そのバージョンを
エイリアシングするすべてのタグがコピー先リポジトリにコピーされます。コピーされるバージョンに、
コピー先にも存在するタグがある場合、コピー操作によって、コピー先リポジトリ内のタグ値がコピー元
リポジトリの値と一致するように設定されます。

例えば、この表に示すように、リポジトリ S とリポジトリ D の両方に、latest タグセットで web-helper
パッケージのシングルバージョンが含まれます。

リポジトリ パッケージ名 パッケージタグ

S web-helper latest (バージョン 1.0.1 のエイリ
アス)

D web-helper latest (バージョン 1.0.0 のエイリ
アス)

S から D へ web-helper 1.0.1 をコピーするために CopyPackageVersions が呼び出されます。操作が
完了した後、リポジトリ D の web-helper 上の latest タグは、 1.0.0 ではなく 1.0.1 に別名を付けま
す。

コピー後にタグを変更する必要がある場合は、npm dist-tag コマンドを実行して、コピー先リポジトリ
内のタグを直接変更します。CopyPackageVersions API の詳細については、リポジトリ間でのパッケー
ジのコピー (p. 62) を参照してください。

npm タグと上流リポジトリ
npm がパッケージのタグを要求し、そのパッケージのバージョンが上流リポジトリにも存在する場
合、CodeArtifact はタグをマージしてからクライアントに返します。例えば、R というリポジトリには U 
という上流のリポジトリがあります。次の表に、両方のリポジトリに存在する web-helper という名前の
パッケージのタグを示します。

リポジトリ パッケージ名 パッケージタグ

R web-helper latest (バージョン 1.0.0 のエイリ
アス)

U web-helper alpha (バージョン 1.0.1 のエイリ
アス)

この場合、npm クライアントがリポジトリ R の web-helper パッケージのタグを取得すると、latest お
よび alpha 両方の タグを取得します。タグが指すバージョンは変更されません。

同じタグが上流と下流の両方のリポジトリで同じパッケージに存在する場合、CodeArtifact は、上流 リポ
ジトリにあるタグを使用します。例えば、ウェブヘルパー 上のタグが次のように変更したとします。

リポジトリ パッケージ名 パッケージタグ

R web-helper latest (バージョン 1.0.0 のエイリ
アス)

U web-helper latest (バージョン 1.0.1 のエイリ
アス)
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この場合、npm クライアントが、リポジトリ R からパッケージ ウェブヘルパー のタグを取得する
と、latest タグはバージョン 1.0.1 に別名を付けます。これが上流のリポジトリにあるからです。これによ
り、npm update を実行して、下流リポジトリにまだ存在していない上流リポジトリで、新しいパッケー
ジバージョンを簡単に使用できるようになります。

上流リポジトリでタグを使用すると、パッケージの新しいバージョンを下流リポジトリに公開するときに
問題が発生する可能性があります。例えば、パッケージ ウェブヘルパー の latest タグ は、R と U の両方
で同じです。

リポジトリ パッケージ名 パッケージタグ

R web-helper latest (バージョン 1.0.1 のエイリ
アス)

U web-helper latest (バージョン 1.0.1 のエイリ
アス)

R にバージョン 1.0.2 が公開されると、npm は latest タグを 1.0.2 に更新します。

リポジトリ パッケージ名 パッケージタグ

R web-helper latest (バージョン 1.0.2 のエイリ
アス)

U web-helper latest (バージョン 1.0.1 のエイリ
アス)

ただし、U 内の latest は 1.0.1 であるため、npm クライアントはこのタグの値を認識しません。1.0.2 を公
開した直後に、リポジトリ R に対して npm install を実行すると、公開されたばかりのバージョンの代
わりに 1.0.1 がインストールされます。最後に公開されたバージョンをインストールするには、次のよう
に正確なパッケージバージョンを指定する必要があります。

npm install web-helper@1.0.2

npm 互換パッケージマネージャーのサポート
これらの他のパッケージマネージャーは CodeArtifact と互換性があり、npm パッケージ形式と npm ワイ
ヤプロトコルで動作します。

• pnpm パッケージマネージャー。CodeArtifact で動作することが確認された最新バージョンは 3.3.4 
で、2019 年 5 月 18 日にリリースされたものです。

• Yarn パッケージマネージャー。CodeArtifact で動作することが確認された最新バージョンは 1.21.1 
で、2019 年 12 月 11 日にリリースされたものです。

Note

CodeArtifact で Yarn 2.x を使用することをお勧めします。Yarn 1.x には HTTP リトライがありま
せん。つまり、500 レベルのステータスコードやエラーにつながる断続的なサービス障害の影響
を受けやすくなります。Yarn 1.x に対して別の再試行戦略を設定する方法はありませんが、これ
は Yarn 2.x で追加されました。Yarn 1.x を使用できますが、ビルドスクリプトで上位レベルの再
試行を追加する必要がある場合があります。たとえば、パッケージのダウンロードに失敗した場
合に再試行するように yarn コマンドをループで実行します。
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pip の設定と使用方法CodeArtifact

PythonCodeArtifact での使用
以下のトピックではpip、Python パッケージマネージャ、Python パッケージマネージャ、Python パッ
ケージマネージャ、Python パッケージマネージャtwine、Python パッケージマネージャ、Python パッ
ケージマネージャ、Python パッケージマネージャCodeArtifact

トピック
• pip の設定と使用方法CodeArtifact (p. 108)
• Twineの設定と使用方法CodeArtifact (p. 109)
• Python パッケージ名を一覧表示する (p. 111)
• Pythonの互換性 (p. 111)
• アップストリームと外部接続からの Python パッケージのリクエスト (p. 112)

pip の設定と使用方法CodeArtifact
を使用してリポジトリから Pythonpip パッケージをインストールするには、CodeArtifactまずリポジトリ
情報と認証情報を使用してCodeArtifact pip クライアントを設定する必要があります。

loginコマンドで pip を設定します
まず、の開始方法 CodeArtifact (p. 7)での説明に従い、AWS CLIで使用するためのAWS資格情報を設定し
ます。次に、CodeArtifactloginコマンドを使用して認証情報を取得し、pipそれらを使用して設定しま
す。

Note

所有しているドメインのリポジトリにアクセスする場合、--domain-ownerを含める必要はあり
ません。詳細については、「クロスアカウントドメイン (p. 84)」を参照してください。

pipを設定するには、次のコマンドを実行します。

aws codeartifact login --tool pip --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repo

loginCodeArtifactAWS資格情報を使って認証トークンを取得します。loginコマンド
は、CodeArtifact~/.config/pip/pip.conf--repositoryオプションで指定されたリポジトリに設定
するように編集することで、pipindex-urlで使用できるように構成されます。

login実行後のデフォルトの認証期限は12時間です。loginはトークンを定期的に更新するために実行さ
れねばなりません。loginコマンドを使用して作成された認証トークンの詳細については、loginコマン
ドで作成されたトークン (p. 190)を参照してください。

ログインコマンドを使用せずにpipを設定する
pipの設定にloginコマンドを使用できない場合、pip configが使用できます。

1. AWS CLIを使用して、新しい認証トークンを取得します。
Note

所有しているドメインのリポジトリにアクセスする場合、--domain-ownerを含める必要は
ありません。詳細については、「クロスアカウントドメイン (p. 84)」を参照してください。
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CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN=`aws codeartifact get-authorization-token --domain my_domain --
domain-owner 111122223333 --query authorizationToken --output text`

2. pip configを使用して、CodeArtifactレジストリ URL と認証情報を設定します。次のコマンドは、
現在の環境設定ファイルのみを更新します。システム全体の設定ファイルを更新するには、siteに置
き換えてくださいglobal。

pip config set site.index-url https://aws:
$CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN@my_domain-111122223333.d.codeartifact.region.amazonaws.com/
pypi/my_repo/simple/

Important

レジストリURLは、スラッシュ (/) で終わる必要があります。そうでないと、リポジトリに接続す
ることはできません。

pip 設定ファイルの例

pip.confCodeArtifactレジストリURLと資格情報を設定したファイルの例を以下に示します。

[global]
index-url = https://aws:eyJ2ZX...@my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-
west-2.amazonaws.com/pypi/my_repo/simple/

pipを実行する
pipコマンドを実行するには、pipで設定する必要がありますCodeArtifact。詳細については、次のドキュ
メントを参照してください。

1. AWSアカウント、ツール、およびパーミッションを設定するには、でのセットアップ
AWSCodeArtifact (p. 4)セクションの手順に従います。

2. Twineの設定と使用方法CodeArtifact (p. 109)の手順に従って、twineを設定します。

パッケージが、リポジトリまたはそのアップストリームリポジトリの1つに存在する場合、pip install
でインストールすることができます。例えば、requestsパッケージをインストールするには、次のコマ
ンドを使用します。

pip install requests

-iオプションを使うと、CodeArtifactリポジトリではなく、https://pypi.org からのパッケージインストール
にtwineを設定する

pip install -i https://pypi.org/simple requests

Twineの設定と使用方法CodeArtifact
loginコマンドで twine を設定します
まず、の開始方法 CodeArtifact (p. 7)での説明に従い、AWS CLIで使用するためのAWS資格情報を設定し
ます。次に、CodeArtifactloginコマンドを使用して認証情報を取得し、twineそれらを使用して設定しま
す。
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loginコマンドを使twineを設定する

Note

所有しているドメインのリポジトリにアクセスする場合、--domain-ownerを含める必要はあり
ません。詳細については、「クロスアカウントドメイン (p. 84)」を参照してください。

twineを設定するには、次のコマンドを実行します。

aws codeartifact login --tool twine --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repo

loginCodeArtifactAWS資格情報を使って認証トークンを取得します。loginコマンド
は、CodeArtifact~/.config/pip/pip.conf--repositoryオプションで指定されたリポジトリに設定
するように編集することで、pipindex-urlで使用できるように構成されます。

login実行後のデフォルトの認証期限は12時間です。loginはトークンを定期的に更新するために実行さ
れねばなりません。loginコマンドを使用して作成された認証トークンの詳細については、loginコマン
ドで作成されたトークン (p. 190)を参照してください。

loginコマンドを使twineを設定する
loginコマンドがtwineの設定のために使用できない場合、~/.pypircファイルまたは環境変数を使用す
ることができます。~/.pypircファイル を使用するためには、次のエントリを追加します。パスワード
は、get-authorization-tokenAPI によって取得された認証トークンである必要があります。

[distutils]
index-servers = 
 codeartifact
[codeartifact]
repository = https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/
pypi/my_repo/
password = auth-token
username = aws

環境変数を使用するには、以下の操作を実行します。

Note

所有しているドメインのリポジトリにアクセスする場合、--domain-ownerを含める必要はあり
ません 詳細については、「クロスアカウントドメイン (p. 84)」を参照してください。

export TWINE_USERNAME=aws
export TWINE_PASSWORD=`aws codeartifact get-authorization-token --domain my_domain --
domain-owner 111122223333 --query authorizationToken --output text`
export TWINE_REPOSITORY_URL=`aws codeartifact get-repository-endpoint --domain my_domain --
domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format pypi --query repositoryEndpoint --
output text`

twineを実行する
Pythontwine パッケージアセットを公開するには、CodeArtifactまずパーミッションとリソースを設定す
る必要があります。

1. AWSアカウント、ツール、およびパーミッションを設定するには、でのセットアップ
AWSCodeArtifact (p. 4)セクションの手順に従います。

2. Twineの設定と使用方法CodeArtifact (p. 109)の手順に従って、twineを設定します。
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Python パッケージ名を一覧表示する

twineの設定後、twineコマンドを実行することができます。Pythonパッケージアセットを公開するに
は、次のコマンドを使用します。

twine upload --repository codeartifact mypackage-1.0.tgz

Pythonアプリケーションのビルドとパッケージ化の方法については、Pythonパッケージングオーソリティ
のウェブサイトの配布アーカイブの生成 (Generating Distribution Archives)を参照してください。

Python パッケージ名を一覧表示する
CodeArtifactは、保存する前にパッケージ名を正規化します。つまり、パッケージ名は、CodeArtifactパッ
ケージが公開されたときに指定された名前とは異なる場合があります。

Python パッケージの場合、正規化を実行するとパッケージ名が小文字になり.、、-、のすべての文字が 
1_- 文字に置き換えられます。そのため、pigeon_clipigeon.cliパッケージ名とは正規化され、次の
ように格納されますpigeon-cli。正規化されていない名前は pip と twine でも使用できますが、正規化
された名前はCodeArtifact CLI または API リクエスト (などlist-package-versions) と ARN で使用す
る必要があります。Python パッケージ名を一覧表示する

Pythonの互換性
CodeArtifactPyPIXML-RPC やJSON API はサポートしていません。

CodeArtifactPyPI のLegacy API をサポートしていますが、simple API はサポートしていません。/
simple/APICodeArtifact エンドポイントはサポートしていませんが、/simple/<project>/エンドポイ
ントはサポートしています。

詳細については、PythonGitHub パッケージオーソリティのリポジトリで以下を参照してください。

• XML-RPC API
• JSON API
• Legacy API

pipコマンドサポート
以下のセクションでは、CodeArtifactリポジトリでサポートされているpipコマンドと、サポートされてい
ない特定のコマンドについてまとめます。

トピック
• リポジトリとインタラクトするサポートされたコマンド (p. 111)
• サポートされているクライアント側コマンド (p. 112)

リポジトリとインタラクトするサポートされたコマンド
このセクションでは、pipクライアントが設定されたレジストリに1つかそれ以上のリクエストを行
うpipコマンドをリストアップします。これらのコマンドは、CodeArtifactリポジトリに対して呼び出され
たときに正しく機能することが確認されています。

コマンド 説明

install (インストール) パッケージのインストール
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アップストリームと外部接続から
の Python パッケージのリクエスト

コマンド 説明

ダウンロード パッケージのダウンロード

CodeArtifact実装されていませんpip search。pipCodeArtifactリポジトリで設定設定した場合、pip 
search PyPI thon パッケージを検索して表示します。

サポートされているクライアント側コマンド
CodeArtifactこれらのコマンドはリポジトリとの直接的なやりとりを必要としないため、サポートのために
何もする必要はありません。

コマンド 説明

uninstall (アンインストール) パッケージをアンインストールする

フリーズ インストール済みパッケージを要件形式で出力し
ます。

list インストールされているパッケージを一覧表示し
ます。

show インストールされたパッケージに関する情報を表
示します。

チェック インストールされているパッケージに互換性のあ
る依存関係があることを確認します。

config ローカルおよびグローバル設定を管理します。

ホイール 要件からホイールを構築します。

ハッシュ パッケージアーカイブのハッシュを計算します。

完了 コマンド補完に役立ちます。

debug デバッグ時に便利な情報を表示します。

help (ヘルプ) コマンドのヘルプを表示します。

アップストリームと外部接続からの Python パッ
ケージのリクエスト

pypi.org からのアセットのインポート
Python パッケージバージョンを pypi.orgCodeArtifact からインポートすると、そのパッケージバージョン
のすべてのアセットがインポートされます。ほとんどの Python パッケージには少数のアセットが含まれ
ていますが、通常は複数のハードウェアアーキテクチャと Python インタープリターをサポートするため
に、100 を超えるアセットを含むパッケージもあります。

既存のパッケージバージョンの新しいアセットがpypi.orgに公開されるのが一般的です。たとえば、一
部のプロジェクトでは、Python の新しいバージョンがリリースされると新しいアセットが公開されま
す。CodeArtifactリポジトリに保存されているPackage バージョンは、pypi.org でリリースされても、そ
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パッケージパッケージパッケージパッケージパッ

ケージパッケージパッケージパッケージパッケージ

のパッケージバージョンの新しいアセットでは更新されません。これらの新しいアセットを取得するに
は、CodeArtifactリポジトリの上流グラフにあるパッケージバージョンのインスタンスをすべて削除し、
パッケージを再度プルします。これにより、パッケージバージョンが最新リビジョンに更新されます。こ
れには、追加された最新のアセットが含まれます。

たとえば、Pythonパッケージバージョンpyzstd 0.15.3では、pypi.orgに公開されている105個のアセッ
トがあります。そのうち91個は2022年8月3日にアップロードされ、残りの14個のアセットは1か月
以上後の2022年9月8日にアップロードされます。8 月 5pyzstd-0.15.3-pp39-pypy39_pp73-
win_amd64.whlCodeArtifact 日にアセットがリポジトリから取得された場合repo-R、その時点で存
在していた 91 個のアセットすべてがにインポートされますrepo-R。これはで説明されているとお
りですアップストリームリポジトリを持つパッケージバージョンのリクエスト (p. 39)。残りの 14 ア
セットが 9 月 8 日に利用可能になった後でも、他の 14 のアセット (などpyzstd-0.15.3-cp311-
cp311-win_amd64.whl) のうちの 1 つをインストールしようとしても失敗します。repo-Rpyzstd 
0.1.5.3repo-Rインに含まれるオリジナルの 91 個のアセットのみ使用できます。最新のアセットにア
クセスするには、pyzstd 0.15.3そのアセットを削除する必要があります（を参照パッケージを削除
する (p. 67)）。repo-Rpypi.orgへの外部接続がなく、上流グラフのリポジトリを介してアクセスしてい
る場合は、外部接続へのパスにあるすべてのリポジトリ (pypi.orgの外部接続に関連するリポジトリを含
む)pyzstd 0.1.5.3 から削除する必要があります。repo-R

Note

CodeArtifactこの動作は変更される可能性があり、future Python パッケージバージョンの保持後
にそのバージョンの新しいアセットにアクセスできるように更新される可能性があります。

パッケージパッケージパッケージパッケージパッケー
ジパッケージパッケージパッケージパッケージ
pypi.org の一部のパッケージバージョンは yanked とマークされています。これにより、(==またはを使用
して) バージョン指定子と一致する唯一のバージョンでない限り、そのバージョンをインストールしては
いけないことをパッケージインストーラー (pip など===) に伝えます。詳細については、PEP_592 を参照
してください。

2023 年 1 月 13CodeArtifact 日以降に保持されるPackage バージョンには、ヤンクされたメタデータが
含まれます。一度保持すると、pypi.orgのパッケージバージョンのヤンク値を変更しても、保持されて
いるヤンク値は変更されませんCodeArtifact。特定のパッケージの最新のヤンクバージョンを取得するに
は、CodeArtifactリポジトリの上流グラフにあるパッケージバージョンのすべてのインスタンスを削除し、
パッケージバージョンを再度取得します。これにより、パッケージバージョンが更新され、更新された 
yanked 属性を含む pypi.org の最新のメタデータが含まれます。

例
2023 年 1 月 13CodeArtifact 日以前に保存されていたパッケージバージョンが、削除されました

パッケージバージョンが削除済みとしてマークされ、2022 年 11test-package-1.4CodeArtifact 月にリ
ポジトリに保持されていた場合、CodeArtifactリポジトリには 2023 年 1 月 13 日より前に保持されていた
ヤンクされた値が表示されなくなります。

2023 年 1 月 13CodeArtifact 日より前に残っていたが、その後ヤンク解除済みとしてマークされたパッ
ケージバージョン

test-package-1.5パッケージバージョンが pypi.org でヤンク済みとしてマークされ、2023 年 
2CodeArtifact 月にリポジトリに保持されていたのに、そのバージョンが 2023 年 3 月に pypi.org でヤンク
解除された場合、CodeArtifactCodeArtifactリポジトリの保持値は変更されないため、リポジトリには古い
ヤンク値が残ります。

ヤンクされていないパッケージバージョンは、2023 年 1 月 13CodeArtifact 日より前に保持され、その後
ヤンクされます
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パッケージパッケージパッケージパッケージパッ

ケージパッケージパッケージパッケージパッケージ

test-package-1.6パッケージバージョンが pypi.org でアンヤンク済みとしてマークされ、2023 年 
2CodeArtifact 月にリポジトリに保持されていた場合、そのバージョンは 2023 年 3 月に pypi.org でヤンク
されたとしても、保持される値は変わらないため、CodeArtifactリポジトリには古いヤンキングされていな
い値が残ります。

前述のすべての例で、の yanked 値が最新であることを確認するには、CodeArtifactリポジトリの上流グラ
フにあるすべてのパッケージバージョンを削除し、パッケージバージョンを再度取得します。CodeArtifact

Note

CodeArtifactこの動作は変更される可能性があり、アップストリームや外部接続からヤンクされた
値を自動的に更新できるようにfuture 更新される可能性があります。
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を使用する CodeArtifact Gradle と

CodeArtifact Mavenで使う
Mavenリポジトリ形式は Java、Kotlin、Scala、Clojureなど、さまざまな言語で使用されていま
す。Maven、Gradle、Scala SBT、Apache Ivy、Leiningenなど、さまざまなビルドツールでサポートされ
ています。

CodeArtifact 以下のバージョンでテスト済み。

• 最新の Maven バージョン: 3.6.3。
• 最新の Gradle バージョン: 6.4.1、 5.5.1 もテスト済み。
• 最新の Clotiveバージョン:1.1、テスト済み。

トピック
• を使用する CodeArtifact Gradle と (p. 115)
• mvn で CodeArtifact  (p. 121)
• deps.edn CodeArtifact と一緒に使用してください (p. 126)
• curl で公開する (p. 128)
• Maven チェックサムの使用 (p. 129)
• Maven スナップショットを使用する (p. 131)
• アップストリームと外部接続から Maven パッケージをリクエストする (p. 136)

を使用する CodeArtifact Gradle と
お持ちになった後 CodeArtifact 環境変数内の認証トークン（を参照）環境変数を使用して認証トークン
を渡す (p. 192)の指示に従って、CodeArtifact リポジトリから Maven パッケージを使用し、新しいパッ
ケージを CodeArtifact リポジトリに公開します。

トピック
• 依存関係の取得 (p. 115)
• プラグインの取得 (p. 116)
• アーティファクトの公開 (p. 117)
• IntelliJ IDEAで Gradle ビルドを実行する (p. 118)

依存関係の取得
依存関係をフェッチするには CodeArtifact Gradle ビルドでは、次の手順を使用します。

依存関係をフェッチするには CodeArtifact Gradle ビルドで

1. まだ作成していない場合は、の作成、保存してください。 CodeArtifact の手順に従って、環境変数内
の認証トークン環境変数を使用して認証トークンを渡す (p. 192)。

2. の追加mavenセクションに追加します。repositoriesプロジェクト内のセクショ
ンbuild.gradleファイルを開きます。
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maven { 
         url 'https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.region.amazonaws.com/
maven/my_repo/' 
         credentials { 
             username "aws" 
             password System.env.CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN 
         }
}

-url前の例では、以下のようになっています。 CodeArtifact リポジトリのエンドポイント。Gradle 
は、エンドポイントを使用してリポジトリに接続します。サンプルでは、my_domain はドメインの
名前、111122223333 はドメインの所有者の ID 、そして my_repo はリポジトリの名前です。get-
repository-endpoint AWS CLI コマンドを使用して、リポジトリのエンドポイントを取得できま
す。

例えば、my_domain という名前の ドメイン内のrepo という名前のリポジトリでは、コマンドは次
のとおりです。

aws codeartifact get-repository-endpoint --domain my_domain --domain-owner 111122223333
 --repository my_repo --format maven

get-repository-endpoint コマンドはリポジトリエンドポイントを返します。

url 'https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.region.amazonaws.com/maven/my_repo/'

-credentials前の例のオブジェクトには、 CodeArtifact ステップ 1 で作成した認証トーク
ン。Gradle が CodeArtifact の認証に使用します。

3. (オプション)- CodeArtifact repositories をプロジェクトの依存関係の唯一のソースとして使用するに
は、の他のセクションを削除します。repositoriesからbuild.gradle。複数のリポジトリがある
場合、Gradle はリストされている順序で各リポジトリの依存関係を検索します。

4. リポジトリを構成したら、プロジェクトの依存関係を標準の Gradle 構文で dependencies セクショ
ンに追加できます。

dependencies { 
    implementation 'com.google.guava:guava:27.1-jre' 
    implementation 'commons-cli:commons-cli:1.4' 
    testImplementation 'org.testng:testng:6.14.3'
}

プラグインの取得
デフォルトでは、Gradle はパブリック Gradle Plugin Portal からプラグインを解決します。からプラグイ
ンをプルするには CodeArtifact リポジトリの場合は、次の手順を使用します。

からプラグインをプルするには CodeArtifact 倉庫

1. まだ作成していない場合は、の作成、保存してください。 CodeArtifact の手順に従って、環境変数内
の認証トークン環境変数を使用して認証トークンを渡す (p. 192)。

2. の追加pluginManagementあなたをブロックするsettings.gradleファイルを開きま
す。-pluginManagementブロックは、の他のステートメントの前に配置する必要がありま
すsettings.gradleの場合は、次のスニペットを参照してください。

pluginManagement { 
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    repositories { 
        maven { 
            name 'my_repo' 
            url 'https://my_domain-111122223333.codeartifact.region.amazonaws.com/
maven/my_repo/' 
            credentials { 
                username 'aws' 
                password System.env.CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN 
            } 
        } 
    }
}

これにより、Gradle は指定したリポジトリからプラグインを解決します。一般的に必要な Gradle プラグ
インをビルドで使用できるように、リポジトリには Gradle Plugin Portal への外部接続を持つ上流リポジト
リが必要です (例: gradle-plugins-store) 。詳細については、Gradle ドキュメント を参照してくださ
い。

アーティファクトの公開
このセクションでは、Gradle でビルドされた Java ライブラリを CodeArtifact リポジトリに公開する方法
について説明します。

まず、maven-publish プラグインをプロジェクトの build.gradle ファイルの plugins セクションに
追加します。

plugins { 
    id 'java-library' 
    id 'maven-publish'
}

次に、publishing セクションをプロジェクト build.gradle ファイルに追加します。

publishing { 
    publications { 
        mavenJava(MavenPublication) { 
            groupId = 'group-id' 
            artifactId = 'artifact-id' 
            version = 'version' 
            from components.java 
        } 
    } 
    repositories { 
        maven { 
            url 'https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.region.amazonaws.com/
maven/my_repo/' 
            credentials { 
                username "aws" 
                password System.env.CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN 
            } 
        } 
    }
}

maven-publish プラグインは、publishing セクションで指定された groupId、artifactId および
version に基づいて POM ファイルを生成します。

これらの build.gradle への変更が完了したら、次のコマンドを実行してプロジェクトをビルドし、そ
れをリポジトリにアップロードします。
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./gradlew publish

list-package-versionsを使用して、パッケージが正常に発行されたことを確認します。

aws codeartifact list-package-versions --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repo --format maven\ 
  --namespace com.company.framework --package my-package-name

サンプル出力:

{ 
    "format": "maven", 
    "namespace": "com.company.framework", 
    "package": "example", 
    "versions": [ 
        { 
            "version": "1.0",  
            "revision": "REVISION-SAMPLE-1-C7F4S5E9B772FC", 
            "status": "Published" 
        } 
    ]
}

詳細については、Gradle ウェブサイトで以下のトピックを参照してください。

• Java ライブラリの構築
• プロジェクトをモジュールとして公開する

IntelliJ IDEAで Gradle ビルドを実行する
IntelliJ IDEAで、CodeArtifact から依存関係をプルする Gradle ビルドを実行できます。CodeArtifact で認証
するには、Gradle に CodeArtifact 認証トークン。認証トークンを提供する方法は 3 つあります。

• 方法 1: 認証トークンを保存するgradle.properties。この方法は、gradle.properties ファイル
のコンテンツに上書きまたは追加できる場合に使用します。

• 方法 2: 認証トークンを別のファイルに保存する。この方法は、gradle.properties ファイルを修正
したくない場合に使用します。

• 方法 3: 実行ごとに新しい認証トークンを生成するawsのインラインスクリプトとしてbuild.gradle。
この方法は、実行ごとに Gradle スクリプトが新しいトークンを取得するようにしたい場合に使用しま
す。トークンはファイルシステムに保存されません。

Token stored in gradle.properties

方法 1: 認証トークンを保存するgradle.properties

Note

この例は GRADLE_USER_HOME にある gradle.properties ファイルを示します。

1. 次のスニペットを使用して build.gradle ファイルを更新する:

repositories { 
    maven { 
             url 
 'https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.region.amazonaws.com/
maven/my_repo/' 

118

https://guides.gradle.org/building-java-libraries/
https://docs.gradle.org/current/userguide/publishing_setup.html


CodeArtifact CodeArtifact ユーザーガイド
IntelliJ IDEAで Gradle ビルドを実行する

             credentials { 
                 username "aws" 
                 password "$codeartifactToken" 
             }    
    }    
}

2. CodeArtifact からプラグインをフェッチするには、settings.gradle ファイル 
に pluginManagement ブロックを追加します。pluginManagement ブロック
は、settings.gradle の他のステートメントの前に置く必要があります。

pluginManagement { 
    repositories { 
        maven { 
            name 'my_repo' 
            url 'https://my_domain-111122223333.codeartifact.region.amazonaws.com/
maven/my_repo/' 
            credentials { 
                username 'aws' 
                password "$codeartifactToken" 
            } 
        } 
    }
}

3. の取得 CodeArtifact 認証トークン:

export CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN=`aws codeartifact get-authorization-token --
domain my_domain --domain-owner 111122223333 --query authorizationToken --output 
 text --profile profile-name`

4. gradle.properties ファイルに認証トークンを書き込む:

echo "codeartifactToken=$CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN" > ~/.gradle/gradle.properties

Token stored in separate file

方法 2: 認証トークンを別のファイルに保存する

1. 次のスニペットを使用して build.gradle ファイルを更新する:

def props = new Properties()
file("file").withInputStream { props.load(it) }

repositories { 

    maven { 
             url 
 'https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.region.amazonaws.com/
maven/my_repo/' 
             credentials { 
                 username "aws" 
                 password props.getProperty("codeartifactToken") 
             } 
    }
}

2. CodeArtifact からプラグインをフェッチするには、settings.gradle ファイル 
に pluginManagement ブロックを追加します。pluginManagement ブロック
は、settings.gradle の他のステートメントの前に置く必要があります。
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pluginManagement { 
    def props = new Properties() 
    file("file").withInputStream { props.load(it) } 
    repositories { 
        maven { 
            name 'my_repo' 
            url 'https://my_domain-111122223333.codeartifact.region.amazonaws.com/
maven/my_repo/' 
            credentials { 
                username 'aws' 
                password props.getProperty("codeartifactToken") 
            } 
        } 
    }
}

3. の取得 CodeArtifact 認証トークン:

export CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN=`aws codeartifact get-authorization-token --
domain my_domain --domain-owner 111122223333 --query authorizationToken --output 
 text --profile profile-name`

4. build.gradle ファイルで指定したファイルに認証トークンを書き込みます。

echo "codeartifactToken=$CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN" > file

Token generated for each run in build.gradle

方法 3: 実行ごとに新しい認証トークンを生成するawsのインラインスクリプトとし
てbuild.gradle

1. 次のスニペットを使用して build.gradle ファイルを更新する:

def codeartifactToken = "aws codeartifact get-authorization-token --
domain my_domain --domain-owner 111122223333 --query authorizationToken --output 
 text --profile profile-name".execute().text 
    repositories { 
        maven { 
            url 
 'https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.region.amazonaws.com/
maven/my_repo/' 
            credentials { 
                username "aws" 
                password codeartifactToken 
            } 
        } 
    }

2. CodeArtifact からプラグインをフェッチするには、settings.gradle ファイル 
に pluginManagement ブロックを追加します。pluginManagement ブロック
は、settings.gradle の他のステートメントの前に置く必要があります。

pluginManagement { 
    def codeartifactToken = "aws codeartifact get-authorization-token --
domain my_domain --domain-owner 111122223333 --query authorizationToken --output 
 text --profile profile-name".execute().text 
    repositories { 
        maven { 
            name 'my_repo' 
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            url 'https://my_domain-111122223333.codeartifact.region.amazonaws.com/
maven/my_repo/' 
            credentials { 
                username 'aws' 
                password codeartifactToken 
            } 
        } 
    }
}

mvn で CodeArtifact
Maven ビルドを実行するには、mvn コマンドを使用してください。このセクションでは、 CodeArtifact リ
ポジトリを使用してmvn、設定する方法を示します。

CodeArtifact 環境変数を使用した認証トークンの受け渡しの指示に従って、環境変数に Maven パッケー
ジを使用し、新しいパッケージを、リポジトリから Maven パッケージを使用し (p. 192)、新しいパッ
ケージを、新しいパッケージを、新しいパッケージを、新しいパッケージを、新しいパッケージを、新し
いパッケージを、新しいパッケージを、 CodeArtifactリポジトリに公開します。

トピック
• 依存関係の取得 (p. 115)
• アーティファクトの公開 (p. 117)
• サードパーティーのアーティファクト (p. 124)
• CodeArtifact リポジトリへの Maven 依存関係のダウンロードを制限する  (p. 125)

依存関係の取得
mvn CodeArtifact リポジトリから依存関係を取得するには、Maven 設定ファイル、オプション
でsettings.xml、プロジェクトの POM を編集する必要があります。

1. settings.xml (通常、~/.m2/settings.xmlの場所にあります。) 
で、CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN 環境変数を参照して <servers> セクションを追加し、HTTP リ
クエストで Maven が トークンを渡すようにします。

<settings>
... 
    <servers> 
        <server> 
            <id>codeartifact</id> 
            <username>aws</username> 
            <password>${env.CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN}</password> 
        </server> 
    </servers>
...
</settings>

2. CodeArtifact リポジトリの URL<repository> エンドポイントを要素に追加します。これ
は、settings.xmlまたはプロジェクトの POM ファイルで行えます。

リポジトリのエンドポイントは、get-repository-endpoint AWS CLI コマンドを使用して取得で
きます。

例えば、my_domain という名前のドメイン内の repo という名前のリポジトリのコマンドは次のと
おりです。
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aws codeartifact get-repository-endpoint --domain my_domain --repository my_repo --
format maven

get-repository-endpoint コマンドはリポジトリエンドポイントを返します。

url 'https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/
maven/my_repo/'

settings.xml へのリポジトリエンドポイントの追加は以下のとおりです。

<settings>
... 
    <profiles> 
        <profile> 
            <id>default</id> 
            <repositories> 
                <repository> 
                    <id>codeartifact</id> 
                    <url>https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-
west-2.amazonaws.com/maven/my_repo/</url> 
                </repository> 
            </repositories> 
        </profile> 
    </profiles> 
    <activeProfiles> 
        <activeProfile>default</activeProfile> 
    </activeProfiles> 
    ...
</settings>

または、<repositories>セクションをプロジェクトの POM ファイルに追加して、 CodeArtifact そ
のプロジェクトに対してのみ使用できます。

<project>
... 
    <repositories> 
        <repository> 
            <id>codeartifact</id> 
            <name>codeartifact</name> 
            <url>https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/
maven/my_repo/</url> 
        </repository> 
    </repositories>
...
</project>

Important

<id> 要素にある任意の値を使用できますが、<server> および <repository> 要素の両方で同
じでなければなりません。これにより、指定された認証情報を、へのリクエストに含めることが
できます CodeArtifact。

これらの設定変更を行った後、プロジェクトを構築できます。

mvn compile

Maven は、ダウンロードするすべての依存関係の完全な URL をコンソールに記録します。
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[INFO] ------------------< com.example.example:myapp >-------------------
[INFO] Building myapp 1.0
[INFO] --------------------------------[ jar ]---------------------------------
Downloading from codeartifact: https://<domain>.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/
maven/myrepo/commons-cli/commons-cli/1.4/commons-cli-1.4.pom
Downloaded from codeartifact: https://<domain>.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/
maven/myrepo/commons-cli/commons-cli/1.4/commons-cli-1.4.pom (11 kB at 3.9 kB/s)
Downloading from codeartifact: https://<domain>.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/
maven/myrepo/org/apache/commons/commons-parent/42/commons-parent-42.pom
Downloading from codeartifact: https://<domain>.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/
maven/myrepo/org/apache/commons/commons-parent/42/commons-parent-42.pom
Downloaded from codeartifact: https://<domain>.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/
maven/myrepo/org/apache/commons/commons-parent/42/commons-parent-42.pom (68 kB at 123 kB/s)
Downloading from codeartifact: https://<domain>.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/
maven/myrepo/commons-cli/commons-cli/1.4/commons-cli-1.4.jar
Downloaded from codeartifact: https://<domain>.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/
maven/myrepo/commons-cli/commons-cli/1.4/commons-cli-1.4.jar (54 kB at 134 kB/s)

アーティファクトの公開
で Maven アーティファクトを、mvn CodeArtifact リポジトリに公開するには、プロジェクトの 
POM~/.m2/settings.xml を編集する必要もあります。

1. CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN 環境変数を参照して <servers> セクションを settings.xml に追
加し、Maven が HTTP リクエストで トークンを渡すようにします。

<settings>
... 
    <servers> 
        <server> 
            <id>codeartifact</id> 
            <username>aws</username> 
            <password>${env.CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN}</password> 
        </server> 
    </servers>
...
</settings>

2. <distributionManagement> セクションをプロジェクトの pom.xml に追加します。

<project>
... 
     <distributionManagement> 
         <repository> 
             <id>codeartifact</id> 
             <name>codeartifact</name> 
             <url>https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-
west-2.amazonaws.com/maven/my_repo/</url> 
         </repository> 
     </distributionManagement>
...
</project>

これらの設定変更を行った後、プロジェクトを構築して指定したリポジトリに公開できます。

mvn deploy

list-package-versions を使用して、パッケージが正常に公開されたことを確認します。
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aws codeartifact list-package-versions --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repo --format maven \ 
  --namespace com.company.framework --package my-package-name

サンプル出力:

{ 
    "defaultDisplayVersion": null, 
    "format": "maven", 
    "namespace": "com.company.framework", 
    "package": "my-package-name", 
    "versions": [ 
        { 
            "version": "1.0",  
            "revision": "REVISION-SAMPLE-1-C7F4S5E9B772FC", 
            "status": "Published" 
        } 
    ]
}

サードパーティーのアーティファクト
を使用して、サードパーティ Maven アーティファクトを、 CodeArtifact リポジトリに公開できますmvn 
deploy:deploy-file。これは、アーティファクトを公開し、JAR ファイルのみを持ち、パッケージ
ソースコードや POM ファイルにアクセスできないユーザーに役立ちます。

mvn deploy:deploy-file コマンド は、コマンドラインで渡された情報に基づいて POM ファイルを生
成します。

サードパーティーの Maven アーティファクトを公開する。

1. 次のコンテンツを含む ~/.m2/settings.xml ファイルを作成します。

<settings> 
    <servers> 
        <server> 
            <id>codeartifact</id> 
            <username>aws</username> 
            <password>${env.CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN}</password> 
        </server> 
    </servers>
</settings> 
                 

2. CodeArtifact 認証トークンを取得します。

export CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN=`aws codeartifact get-authorization-token --
domain my_domain --domain-owner 111122223333 --query authorizationToken --output text 
 --profile profile-name

3. mvn deploy:deploy-file コマンドを実行します。

mvn deploy:deploy-file -DgroupId=commons-cli          \
-DartifactId=commons-cli       \
-Dversion=1.4                  \
-Dfile=./commons-cli-1.4.jar   \
-Dpackaging=jar                \
-DrepositoryId=codeartifact    \
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-Durl=https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.region.amazonaws.com/maven/repo-
name/ 
                 

Note

上記の例は commons-cli 1.4 を公開しています。groupId、artifactID、version、および
ファイルの引数を変更して、別の JAR を公開します。

この手順は、Apache Maven ドキュメント の サードパーティの JAR をリモートリポジトリにデプロイす
るためのガイド の例に基づいています。

CodeArtifact リポジトリへの Maven 依存関係のダウン
ロードを制限する
設定されたリポジトリからパッケージを取得できない場合、デフォルトでmvnコマンドでMaven Centralか
らパッケージを取得します。mirrorssettings.xmlmvn CodeArtifact 常にリポジトリを使用するように
要素を追加してください。

<settings> 
  ... 
    <mirrors> 
      <mirror> 
        <id>central-mirror</id> 
        <name>CodeArtifact Maven Central mirror</name> 
        <url>https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/
maven/my_repo/</url> 
        <mirrorOf>central</mirrorOf> 
      </mirror> 
    </mirrors> 
  ...
</settings>

mirrors要素を追加すると、settings.xmlまたはpom.xmlにpluginRepository要素が含まれる必要
があります。次の例では、 CodeArtifact リポジトリからアプリケーションの依存関係と Maven プラグイン
を取得します。

<settings>
... 
  <profiles> 
    <profile> 
      <pluginRepositories> 
        <pluginRepository> 
          <id>codeartifact</id> 
          <name>CodeArtifact Plugins</name> 
          <url>https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/
maven/my_repo/</url> 
          <releases> 
            <enabled>true</enabled> 
          </releases> 
          <snapshots> 
            <enabled>true</enabled> 
          </snapshots> 
        </pluginRepository> 
      </pluginRepositories> 
    </profile> 
  </profiles>
...
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</settings>

次の例では、 CodeArtifact リポジトリからアプリケーションの依存関係を取得し、Maven プラグインを 
Maven Centralから取得します。

<profiles> 
   <profile> 
     <id>default</id> 
     ... 
     <pluginRepositories> 
       <pluginRepository> 
         <id>central-plugins</id> 
         <name>Central Plugins</name> 
         <url>https://repo.maven.apache.org/maven2/</url> 
         <releases> 
             <enabled>true</enabled> 
         </releases> 
         <snapshots> 
             <enabled>true</enabled> 
         </snapshots> 
       </pluginRepository> 
     </pluginRepositories> 
   .... 
   </profile> 
 </profiles>

詳細については、Apache Maven プロジェクトウェブサイトの以下のトピックを参照してください。

• 複数のリポジトリの設定
• 設定リファレンス
• ディストリビューション管理
• [プロフィール]

deps.edn CodeArtifact と一緒に使用してください
deps.ednwithclj を使用して Clojure プロジェクトの依存関係を管理します。このセクションでは、 
CodeArtifact リポジトリを使用してdeps.edn、設定する方法を示します。

トピック
• 依存関係の取得 (p. 126)
• アーティファクトの公開 (p. 127)

依存関係の取得
Clojure CodeArtifact リポジトリから依存関係を取得するには、Maven 設定ファイル、を編集する必要が
ありますsettings.xml。

1. にsettings.xml、Clojure が HTTP リクエストでトークンを渡すよう
に、<servers>CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN環境変数への参照を含むセクションを追加します。

Note

Clojure は settings.xml~/.m2/settings.xml ファイルが次の場所にあることを想定してい
ます。他の場所にある場合は、この場所にファイルを作成してください。

<settings>
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... 
    <servers> 
        <server> 
            <id>codeartifact</id> 
            <username>aws</username> 
            <password>${env.CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN}</password> 
        </server> 
    </servers>
...
</settings>

2. まだ作成していない場合は、を使用してプロジェクト用の POM xmlclj -Spom を生成します。
3. deps.edn設定ファイルに、Maven のサーバー ID と一致するリポジトリを追加しま

すsettings.xml。

:mvn/repos { 
  "clojars" nil 
  "central" nil 
  "codeartifact" {:url "https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-
west-2.amazonaws.com/maven/my_repo/"}
}

Note

• tools.depscentralclojarsとリポジトリが Maven ライブラリで最初にチェックされ
ることを保証します。その後、deps.ednにリストされている他のリポジトリがチェック
されます。

• Clojars と Maven Central から直接ダウンロードされないようにするに
は、centralclojarsに設定する必要がありますnil。

環境変数に CodeArtifact Auth トークンがあることを確認してください (を参照環境変数を使用して認
証トークンを渡す (p. 192))。これらの変更後にパッケージをビルドすると、deps.ednの依存関係
はから取得されます CodeArtifact。

アーティファクトの公開
1. Maven の設定を更新し、Mavendeps.edn CodeArtifact が認識するサーバーとして含めるようにして

ください (「」を参照依存関係の取得 (p. 126))。deps-deploy などのツールを使用してアーティファ
クトをにアップロードできます CodeArtifact。

2. でbuild.clj、deploycodeartifact必要なアーティファクトを以前に設定したリポジトリにアッ
プロードするタスクを追加します。

(ns build
(:require [deps-deploy.deps-deploy :as dd]))

(defn deploy [_] 
  (dd/deploy {:installer :remote 
          :artifact "PATH_TO_JAR_FILE.jar" 
          :pom-file "pom.xml" ;; pom containing artifact coordinates 
          :repository "codeartifact"}))

3. 次のコマンドを実行してアーティファクトを公開します。clj -T:build deploy

デフォルトリポジトリの変更について詳しくは、『Clojure Deps と CLI リファレンスの根拠』の「デフォ
ルトリポジトリの変更」を参照してください。
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curl で公開する
このセクションでは、HTTP クライアントの使用方法を示します。curlMaven アーティファクトを 
CodeArtifact repository. curl を使用したArtifact (アーティファクト) の公開は、Maven クライアントを環
境にインストールしていない、またはインストールしたくない場合に便利です。

curl を使用して Maven Artifact (アーティファクト) を公開する

1. をフェッチします CodeArtifact の手順に従って、認証トークン環境変数を使用して認証トークンを渡
す (p. 192)そして、これらの手順に戻ります。

2. 以下を使用します。curlコマンドで JAR を CodeArtifact リポジトリ:

各でcurlこの手順のコマンドで、次のプレースホルダを置き換えます。

• 置換my_domain側で CodeArtifact ドメイン名。
• 置換111122223333の所有者のIDで CodeArtifact ドメイン。
• 置換us-west-2側にある地域で CodeArtifact ドメインはにあります。
• 置換repo側で CodeArtifact リポジトリ名。

curl --request PUT https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-
west-2.amazonaws.com/maven/my_repo/com/mycompany/app/my-app/1.0/my-app-1.0.jar \ 
     --user "aws:$CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN" --header "Content-Type: application/octet-
stream" \ 
     --data-binary @my-app-1.0.jar

Important

の値の前に接頭辞を付ける必要があります。--data-binaryパラメータで@を使用すること
はできません 値を引用符で囲むと、@引用符で囲む必要があります。

3. 以下を使用します。curlコマンドで POM を CodeArtifact リポジトリ:

curl --request PUT https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-
west-2.amazonaws.com/maven/my_repo/com/mycompany/app/my-app/1.0/my-app-1.0.pom \ 
     --user "aws:$CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN" --header "Content-Type: application/octet-
stream" \ 
     --data-binary @my-app-1.0.pom

4. この時点で、Maven Artifact (アーティファクト) は CodeArtifact ステータスがのリポジト
リーUnfinished。パッケージを消費できるようにするには、パッケージが Published のステータ
スである必要があります。パッケージを Unfinished から Published に移動するには、maven-
metadata.xml ファイルをパッケージにアップロードするか、[UpdatePackageVersionsStatus API]
を呼び出して、ステータスを変更します。

a. オプション 1: 以下を使用します。curlコマンドで追加するmaven-metadata.xmlファイルを
パッケージに保存します。

curl --request PUT 
 https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.region.amazonaws.com/
maven/my_repo/com/mycompany/app/my-app/maven-metadata.xml \ 
     --user "aws:$CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN" --header "Content-Type: application/
octet-stream" \ 
     --data-binary @maven-metadata.xml

次に示すのは、maven-metadata.xml ファイルのコンテンツの例です:
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<metadata modelVersion="1.1.0"> 
    <groupId>com.mycompany.app</groupId> 
    <artifactId>my-app</artifactId> 
    <versioning> 
        <latest>1.0</latest> 
        <release>1.0</release> 
        <versions> 
            <version>1.0</version> 
        </versions> 
        <lastUpdated>20200731090423</lastUpdated> 
    </versioning>
</metadata>

b. オプション 2: パッケージのステータスをに更新す
るPublishedとUpdatePackageVersionsStatusアピ。

aws codeartifact update-package-versions-status \ 
    --domain my_domain \ 
    --domain-owner 111122223333 \ 
    --repository my_repo \ 
    --format maven \ 
    --namespace com.mycompany.app \ 
    --package my-app \ 
    --versions 1.0 \ 
    --target-status Published

Artifact (アーティファクト) の JAR ファイルしかない場合は、コンシューマブルパッケージ版を 
CodeArtifact リポジトリ使用中mvn。これは、Artifact (アーティファクト) のソースコードまたは POM に
アクセスできない場合に便利です。詳細については、「サードパーティーのアーティファクト (p. 124)」
を参照してください。

Maven チェックサムの使用
MavenAWS CodeArtifact アーティファクトがリポジトリに公開されると、パッケージ内の各アセットま
たはファイルに関連付けられているチェックサムを使用してアップロードが検証されます。アセットの
例は、[jar]、[pom] および [war] ファイルです。各アセットについて、Maven Artifact (アーティファクト) 
には、md5 または sha1 など、アセット名に追加の拡張子が付いた複数のチェックサムファイルが含ま
れています。例えば、my-maven-package.jar という名前のファイルのチェックサムファイルは my-
maven-package.jar.md5 および my-maven-package.jar.sha1 である可能性があります。

Note

Maven はこの条件 artifact を使用します。このガイドでは、Maven パッケージは Maven 
Artifact (アーティファクト) と同じです。詳細については、「AWS CodeArtifactパッケージ」を参
照してください。

チェックサムストレージ
CodeArtifact Maven チェックサムをアセットとして保存しません。つまり、チェックサムは
ListPackageVersionAssets API の出力に個別のアセットとして表示されません。代わりに、 CodeArtifact
によって計算されたチェックサムは、サポートされているすべてのチェックサムタイプの各アセットで使
用できます。たとえば、Maven ListPackageVersionAssets commons-lang:commons-lang 2.1 パッ
ケージバージョンを呼び出した場合の応答の一部は次のようになります。

{ 
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    "name": "commons-lang-2.1.jar", 
    "size": 207723, 
    "hashes": { 
        "MD5": "51591549f1662a64543f08a1d4a0cf87", 
        "SHA-1": "4763ecc9d78781c915c07eb03e90572c7ff04205", 
        "SHA-256": "2ded7343dc8e57decd5e6302337139be020fdd885a2935925e8d575975e480b9", 
        "SHA-512": 
 "a312a5e33b17835f2e82e74ab52ab81f0dec01a7e72a2ba58bb76b6a197ffcd2bb410e341ef7b3720f3b595ce49fdd9994ea887ba08ff6fe21b2c714f8c405af" 
    }
},
{ 
    "name": "commons-lang-2.1.pom", 
    "size": 9928, 
    "hashes": { 
        "MD5": "8e41bacdd69de9373c20326d231c8a5d", 
        "SHA-1": "a34d992202615804c534953aba402de55d8ee47c", 
        "SHA-256": "f1a709cd489f23498a0b6b3dfbfc0d21d4f15904791446dec7f8a58a7da5bd6a", 
        "SHA-512": 
 "1631ce8fe4101b6cde857f5b1db9b29b937f98ba445a60e76cc2b8f2a732ff24d19b91821a052c1b56b73325104e9280382b2520edda4e7696698165c7e09161" 
    }
}, 
        { 
    "name": "maven-metadata.xml", 
    "size": 121, 
    "hashes": { 
        "MD5": "11bb3d48d984f2f49cea1e150b6fa371", 
        "SHA-1": "7ef872be17357751ce65cb907834b6c5769998db", 
        "SHA-256": "d04d140362ea8989a824a518439246e7194e719557e8d701831b7f5a8228411c", 
        "SHA-512": 
 "001813a0333ce4b2a47cf44900470bc2265ae65123a8c6b5ac5f2859184608596baa4d8ee0696d0a497755dade0f6bf5e54667215a06ceae1effdfb7a8d30f88" 
    }
}

チェックサムはアセットとして保存されませんが、Maven クライアントは引き続きチェックサムを必要な
場所で公開およびダウンロードできます。たとえば、commons-lang:commons-lang 2.1がというリポ
ジトリにある場合maven-repo、JAR ファイルの SHA-256 チェックサムの URL パスは次のようになりま
す。

/maven/maven-repo/commons-lang/commons-lang/2.1/commons-lang-2.1.jar.sha256

既存の Maven パッケージ (たとえば、以前に Amazon S3 に保存されているパッケージ) をなどの汎用 
HTTP CodeArtifact クライアントを使用してアップロードする場合curl、チェックサムをアップロードす
る必要はありません。 CodeArtifact 自動的に生成されます。アセットが正しくアップロードされたことを
確認したい場合は、 ListPackageVersionAssets API オペレーションを使用して、応答のチェックサムを各
アセットの元のチェックサム値と比較できます。

公開中のチェックサムの不一致
アセットとチェックサムとは別に、Mavenmaven-metadata.xml アーティファクトにはファイルも含ま
れています。Maven パッケージの通常の公開順序では、すべてのアセットとチェックサムを最初にアップ
ロードし、maven-metadata.xmlその後にアップロードします。たとえば、commons-lang 2.1前述の 
Maven パッケージバージョンの公開順序は、クライアントが SHA-256 チェックサムファイルを公開する
ように設定されていると仮定すると、次のようになります。

PUT commons-lang-2.1.jar
PUT commons-lang-2.1.jar.sha256
PUT commons-lang-2.1.pom
PUT commons-lang-2.1.pom.sha256
PUT maven-metadata.xml
PUT maven-metadata.xml.sha256
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JAR ファイルなどのアセットのチェックサムファイルをアップロードする際、アップロードされたチェッ
クサム値と、で計算されたチェックサム値が一致しない場合、チェックサムのアップロードリクエストは 
400 (Bad Request) CodeArtifact の応答で失敗します。対応するアセットが存在しない場合、リクエストは
404 (Not Found) レスポンスで失敗します。このエラーを回避するには、まずアセットをアップロードし、
次にチェックサムをアップロードする必要があります。

maven-metadata.xmlがアップロードされると、 CodeArtifact 通常 MavenUnfinishedPublished
パッケージバージョンのステータスがからに変更されます。 CodeArtifact いずれかのアセットでチェック
サムの不一致が検出された場合、maven-metadata.xml公開リクエストに応じて 400 (Bad Request) が
返されます。このエラーにより、クライアントはそのパッケージバージョンのファイルのアップロードを
停止する可能性があります。これが発生し、maven-metadata.xmlファイルがアップロードされていな
い場合、すでにアップロードされているパッケージバージョンのアセットはダウンロードできません。こ
れは、Publishedパッケージバージョンのステータスがに設定されておらず、そのまま残っているためで
すUnfinished。

CodeArtifact がアップロードされ、maven-metadata.xmlパッケージバージョンのステータスがに設定
された後でも、Maven パッケージバージョンにさらにアセットを追加できますPublished。このステー
タスでは、一致しないチェックサムファイルをアップロードするリクエストも 400 (Bad Request) の応答
で失敗します。ただし、パッケージのバージョンステータスはすでにに設定されているためPublished、
チェックサムファイルのアップロードに失敗したものも含め、パッケージから任意のアセットをダウン
ロードできます。チェックサムファイルのアップロードに失敗したアセットのチェックサムをダウンロー
ドすると、クライアントが受け取るチェックサム値は、 CodeArtifact アップロードされたアセットデータ
に基づいて計算されたチェックサム値になります。

CodeArtifact チェックサムの比較では大文字と小文字が区別され、 CodeArtifact で計算されるチェック
サムは小文字でフォーマットされます。したがって、909FA780F76DA393E992A3D2D495F468チェッ
クサムがアップロードされると、 CodeArtifact チェックサムがと等しいものとして扱われないた
め、909fa780f76da393e992a3d2d495f468チェックサムの不一致で失敗します。

チェックサムの不一致からの回復
チェックサムの不一致が原因でチェックサムのアップロードが失敗した場合は、次のいずれかを試して回
復してください。

• Maven Artifact (アーティファクト) を公開するコマンドを再度実行します。これは、ネットワークの問題
によってチェックサムファイルが破損した場合に、役立つ可能性があります。これでネットワークの問
題が解決された場合は、チェックサムが一致し、ダウンロードが成功します。

• パッケージバージョンを削除してから再公開します。詳細については、AWS CodeArtifact API
DeletePackageVersionsリファレンスのを参照してください。

Maven スナップショットを使用する
Maven スナップショット は、最新のプロダクションブランチコードを参照する Maven パッケージの特別
なバージョンです。これは最終リリース版に先行する開発版です。Maven パッケージのスナップショット
は、SNAPSHOTパッケージバージョンに追加されているサフィックスで識別できます。例えば、バージョ
ン 1.1 のスナップショットは 1.1-SNAPSHOT です。詳細については、Apache Maven プロジェクトウェ
ブサイト上の スナップショットバージョンとは何ですか？ を参照してください。

AWSCodeArtifactMaven スナップショットの公開と消費をサポートしています。サポートされて
いるスナップショットは、時間ベースのバージョン番号を使用する一意のスナップショットだけで
す。CodeArtifactMaven 2 クライアントによって生成されるユニークでないスナップショットはサポートし
ていません。サポートされている MavenCodeArtifact スナップショットは任意のリポジトリに公開できま
す。

トピック
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• でのスナップショットの公開CodeArtifact (p. 132)
• スナップショットの消費  (p. 133)
• スナップショットの削除  (p. 134)
• curl で公開する (p. 134)
• スナップショットと外部接続 (p. 136)
• スナップショットとアップショット (p. 136)

でのスナップショットの公開CodeArtifact
AWSCodeArtifactは、mvnスナップショットを公開するときなどクライアントが使用するリクエストパター
ンをサポートします。このため、Maven スナップショットの公開方法を詳しく理解していなくても、ビ
ルドツールやパッケージマネージャーのドキュメントに従うことができます。もっと複雑なことをするな
ら、CodeArtifactこのセクションではスナップショットの処理方法について詳しく説明します。

Maven スナップショットが公開されると、その前のバージョンは、ビルドという新しいバージョン
に保存されます。CodeArtifactMaven スナップショットが公開されるたびに、新しいビルドバージョ
ンが作成されます。スナップショットの以前のバージョンはすべて、ビルドバージョンで保持されま
す。Maven スナップショットが公開されると、Publishedパッケージのバージョンステータスはに設定
され、Unlisted前のバージョンを含むビルドのステータスはに設定されます。この動作は、パッケージ
バージョンにサフィックスが付いている Maven パッケージバージョンにのみ適用されます。-SNAPSHOT

たとえば、という名前の Mavencom.mycompany.myapp:pkg-1 パッケージのスナップショットバージョ
ンは、CodeArtifactmy-maven-repoというリポジトリにアップロードされます。スナップショットバー
ジョンはです1.0-SNAPSHOT。今のところ、com.mycompany.myapp:pkg-1のバージョンは公開されて
いません。まず、初期ビルドのアセットが次のパスで公開されます。

PUT maven/my-maven-repo/com/mycompany/myapp/pkg-1/1.0-SNAPSHOT/
pkg-1-1.0-20210728.194552-1.jar
PUT maven/my-maven-repo/com/mycompany/myapp/pkg-1/1.0-SNAPSHOT/
pkg-1-1.0-20210728.194552-1.pom

20210728.194552-1タイムスタンプは、スナップショットビルドを公開するクライアントによって生成
されることに注意してください。

.pom ファイルと.jar ファイルをアップロードする
と、com.mycompany.myapp:pkg-11.0-20210728.194552-1リポジトリにはそのバージョンのみが存
在します。これは、前述のパスで指定されたバージョンがそうであっても起こります1.0-SNAPSHOT。こ
の時点でのパッケージバージョンステータスはですUnfinished。

aws codeartifact list-package-versions --domain my-domain --repository \ 
   my-maven-repo --package pkg-1 --namespace com.mycompany.myapp --format maven
{ 
    "versions": [ 
        { 
            "version": "1.0-20210728.194552-1", 
            "revision": "GipMW+599JmwTcTLaXo9YvDsVQ2bcrrk/02rWJhoKUU=", 
            "status": "Unfinished" 
        } 
    ], 
    "defaultDisplayVersion": null, 
    "format": "maven", 
    "package": "pkg-1", 
    "namespace": "com.mycompany.myapp"
}

次に、maven-metadata.xmlクライアントはパッケージバージョンのファイルをアップロードします。
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PUT my-maven-repo/com/mycompany/myapp/pkg-1/1.0-SNAPSHOT/maven-metadata.xml

maven-metadata.xml ファイルが正常にアップロードされると、CodeArtifact1.0-SNAPSHOTパッケージ
バージョンを作成し、1.0-20210728.194552-1バージョンをに設定しますUnlisted。

aws codeartifact list-package-versions --domain my-domain --repository \ 
   my-maven-repo --package pkg-1 --namespace com.mycompany.myapp --format maven
{ 
    "versions": [ 
        { 
            "version": "1.0-20210728.194552-1", 
            "revision": "GipMW+599JmwTcTLaXo9YvDsVQ2bcrrk/02rWJhoKUU=", 
            "status": "Unlisted" 
        }, 
        { 
            "version": "1.0-SNAPSHOT", 
            "revision": "tWu8n3IX5HR82vzVZQAxlwcvvA4U/+S80edWNAkil24=", 
            "status": "Published" 
        } 
    ], 
    "defaultDisplayVersion": "1.0-SNAPSHOT", 
    "format": "maven", 
    "package": "pkg-1", 
    "namespace": "com.mycompany.myapp"
}

この時点で、1.0-SNAPSHOTスナップショットバージョンはビルドで使用できま
す。com.mycompany.myapp:pkg-1リポジトリにはの 2 つのバージョンがありますがmy-maven-
repo、どちらも同じアセットを含んでいます。

aws codeartifact list-package-version-assets --domain my-domain --repository \ 
   my-maven-repo --format maven --namespace com.mycompany.myapp \ 
 --package pkg-1 --package-version 1.0-SNAPSHOT--query 'assets[*].name'
[  
     "pkg-1-1.0-20210728.194552-1.jar", 
     "pkg-1-1.0-20210728.194552-1.pom"
]

list-package-version-assets--package-versionパラメータをに変更して前に示したのと同じコ
マンドを実行すると、1.0-20210728.194552-1同じ出力が得られます。

1.0-SNAPSHOTのビルドがリポジトリに追加されると、Unlisted新しいビルドごとに新しいパッケー
ジバージョンが作成されます。1.0-SNAPSHOTバージョンのアセットは毎回更新されるため、バージョ
ンは常にそのバージョンの最新ビルドを参照します。1.0-SNAPSHOTを最新のアセットで更新するに
は、maven-metadata.xml新しいビルド用のファイルをアップロードします。

スナップショットの消費
スナップショットのリクエストには、Publishedステータスのバージョンが返されます。これは常に 
Maven スナップショットの最新バージョンです。URL パス内のスナップショットバージョン (例:) の代わ
りにビルドバージョン番号 (など1.0-20210728.194552-1) を使用して、スナップショットの特定のビ
ルドをリクエストすることもできます。1.0-SNAPSHOTMaven スナップショットのビルドバージョンを確
認するには、ListPackageVersionsAPI ガイドのCodeArtifact API を使用し、status パラメーターをに設定
しますUnlisted。
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スナップショットの削除
Maven スナップショットのビルドバージョンをすべて削除するには、DeletePackageVersionsAPI を使用
して削除するバージョンを指定してください。

curl で公開する
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) または別のアーティファクトリポジトリ
製品に保存されているスナップショットのバージョンは、に再公開することもできます
AWSCodeArtifact。MavenCodeArtifact スナップショットのサポート方法により (「」を参照でのスナップ
ショットの公開CodeArtifact (p. 132))、のような汎用 HTTPcurl クライアントでのスナップショットの
公開は、で説明されている Mavencurl で公開する (p. 128) リリースバージョンの公開よりも複雑です。
このセクションは、mvnまたはなどの Maven クライアントでスナップショットバージョンをビルドしてデ
プロイする場合には関係ないことに注意してくださいgradle。そのクライアントのマニュアルに従う必要
があります。

スナップショットバージョンを公開するには、スナップショットバージョンの 1 つ以上のビルドを公開す
る必要があります。ではCodeArtifact、CodeArtifactあるスナップショットバージョンの n 個のビルドがあ
る場合、n 個以上のバージョンが存在することになります。n 個のビルドバージョンはすべてステータス
がでUnlisted、1 つのスナップショットバージョン (公開された最新のビルド)Published はステータス
がです。スナップショットバージョン (つまり、バージョン文字列が「-SNAPSHOT」を含むバージョン) 
には、公開された最新のビルドと同じアセットセットが含まれています。curlを使用してこの構造を作成
する最も簡単な方法は次のとおりです。

1. curlを使用してすべてのビルドのすべてのアセットを公開します。
2. 最後のビルド (つまり、最新の日付/タイムスタンプが付いたビルド)maven-metadata.xmlcurl の

ファイルをで公開します。これにより、バージョン文字列に「-SNAPSHOT」を含み、正しいアセット
セットを含むバージョンが作成されます。

3. UpdatePackageVersionsStatusAPI を使用して、最新でないすべてのビルドバージョンのステータスを
に設定しますUnlisted。

curl次のコマンドを使用して、1.0-SNAPSHOTパッケージのスナップショットバージョンのスナップ
ショットアセット (.jar ファイルや.pom ファイルなど) を公開しますcom.mycompany.app:pkg-1。

curl --user "aws:$CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN" -H "Content-Type: application/octet-stream" \ 
     -X PUT https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/
maven/my_maven_repo/com/mycompany/app/pkg-1/1.0-SNAPSHOT/pkg-1-1.0-20210729.171330-2.jar \ 
     --data-binary @pkg-1-1.0-20210728.194552-1.jar

curl --user "aws:$CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN" -H "Content-Type: application/octet-stream" \ 
     -X PUT https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/
maven/my_maven_repo/com/mycompany/app/pkg-1/1.0-SNAPSHOT/pkg-1-1.0-20210729.171330-2.pom \ 
     --data-binary @pkg-1-1.0-20210728.194552-1.pom

これらの例を使用する場合:

• my_domainCodeArtifact を自分のドメイン名に置き換えてください。
• 111122223333 をAWS アカウントCodeArtifactドメインの所有者の ID で置き換えます。
• us-west-2AWS リージョンCodeArtifact をドメインが置かれている場所に置き換えてください。
• my_maven_repoCodeArtifact を自分のリポジトリ名に置き換えてください。
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Important

--data-binary@パラメータの値の先頭には文字を付ける必要があります。値を引用符で囲む場
合は、@を引用符の中に含める必要があります。

ビルドごとにアップロードするアセットが 3 つ以上ある場合があります。たとえば、メインの JAR ファイ
ルに加えて Javadoc ファイルとソース JAR ファイルがある場合がありますpom.xml。CodeArtifactアップ
ロードされたアセットごとにチェックサムが自動的に生成されるため、パッケージバージョンのアセット
のチェックサムファイルを公開する必要はありません。アセットが正しくアップロードされたことを確認
するには、list-package-version-assets生成されたチェックサムをコマンドを使用して取得し、元
のチェックサムと比較します。MavenCodeArtifact チェックサムの処理方法の詳細については、「」を参
照してください Maven チェックサムの使用 (p. 129)。

次の curl コマンドを使用して、maven-metadata.xml最新のビルドバージョンのファイルを公開しま
す。

curl --user "aws:$CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN" -H "Content-Type: application/octet-stream" \ 
     -X PUT https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/
maven/my_maven_repo/com/mycompany/app/pkg-1/1.0-SNAPSHOT/maven-metadata.xml \ 
     --data-binary @maven-metadata.xml

maven-metadata.xmlファイルは、<snapshotVersions>エレメント内の最新のビルドバージョンのア
セットの少なくとも 1 つを参照している必要があります。さらに、<timestamp>値が存在し、アセット
ファイル名のタイムスタンプと一致している必要があります。たとえば、20210729.171330-2以前に公
開されたビルドの場合、maven-metadata.xmlの内容は次のようになります。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<metadata> 
  <groupId>com.mycompany.app</groupId> 
  <artifactId>pkg-1</artifactId> 
  <version>1.0-SNAPSHOT</version> 
  <versioning> 
    <snapshot> 
      <timestamp>20210729.171330</timestamp> 
      <buildNumber>2</buildNumber> 
    </snapshot> 
    <lastUpdated>20210729171330</lastUpdated> 
    <snapshotVersions> 
      <snapshotVersion> 
        <extension>jar</extension> 
        <value>1.0-20210729.171330-2</value> 
        <updated>20210729171330</updated> 
      </snapshotVersion> 
      <snapshotVersion> 
        <extension>pom</extension> 
        <value>1.0-20210729.171330-2</value> 
        <updated>20210729171330</updated> 
      </snapshotVersion> 
    </snapshotVersions> 
  </versioning>
</metadata>

maven-metadata.xmlが公開されたら、最後のステップは、他のすべてのビルドバージョン (つまり、
最新のビルドを除くすべてのビルドバージョン) のパッケージバージョンステータスをに設定すること
ですUnlisted。たとえば、1.0-SNAPSHOTバージョンに 2 つのビルドがあり、最初のビルドが 1 の場
合20210728.194552-1、Unlistedそのビルドを設定するコマンドは次のようになります。

aws codeartifact update-package-versions-status --domain my-domain --domain-owner 
 111122223333 \ 
   --repository my-maven-repo --format maven --namespace com.mycompany.app --package pkg-1 
 \ 
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   --versions 1.0-20210728.194552-1 --target-status Unlisted

スナップショットと外部接続
Maven スナップショットは、外部接続経由で Maven パブリックリポジトリから取得することはできませ
ん。 AWSCodeArtifactMaven リリースバージョンのインポートのみをサポートします。

スナップショットとアップショット
一般に、Maven スナップショットは、上流のリポジトリで使用した場合、Maven リリース
バージョンと同じように機能します。たとえば、AWSCodeArtifactあるドメインに 2R つのリ
ポジトリがありU、whereU はの上流にあるとしますR。この状況では、特定のパッケージ (のな
どcom.mycompany.app:pkg-1)1.0-SNAPSHOTR のスナップショットビルドをとの両方に自由に公開で
きますU。ただし、R (ダウンストリームリポジトリの) スナップショットビルドを使用する際には、理解し
ておくべき重要な動作がいくつかあります。

1. 1.0-SNAPSHOTがに存在する場合R、Rパッケージをフェッチするように設定されたパッケージマ
ネージャーで取得できるのは1.0-SNAPSHOT in のアセットだけですR。1.0-SNAPSHOTinU のア
セットを経由して取得することはできませんR。これは、Uのスナップショットバージョンが、の
バージョンによってシャドウされているためですR。この動作は、Maven リリースバージョンや他
のパッケージ形式の動作と同じです。この図では、GET of/maven/R/com/mycompany/myapp/
pkg-1/1.0-SNAPSHOT/pkg-1-1.0-20221231.002230-3.jar は 200 (OK) HTTP レスポン
スコードを返しますが、GET of/maven/R/com/mycompany/myapp/pkg-1/1.0-SNAPSHOT/
pkg-1-1.0-20221220.150959-1.jar は 404 (見つかりません) HTTP レスポンスコードを返しま
す。

2. 1.0-SNAPSHOTUは存在するが中には存在しない場合はR、1.0-SNAPSHOTからアセットを取り出すこ
とができますR。これにより1.0-SNAPSHOTR、リリースバージョンと同様に保持されます。

3. 1.0-SNAPSHOTが保存された後はR、in の追加ビルドを公開できますU。1.0-SNAPSHOTただし、(1)R
で説明した動作のため、これらにはアクセスできません。つまり、スナップショットバージョンを使
用する標準的な根拠、つまり特定のスナップショットバージョンを介して依存関係の最新ビルドを利
用することは、アップストリームの関係では期待どおりに機能しないということです。の新しいビル
ドがに公開されてもU、1.0-SNAPSHOT1.0-SNAPSHOTコンシューマーはからの最新ビルドにアクセ
スできませんR。これを回避するには、のバージョンを定期的に削除するか、1.0-SNAPSHOTR1.0-
SNAPSHOTUクライアントでからバージョンを取得するように設定してください。

4. Unlistedスナップショットのビルドバージョンは、ダウンストリームです。この図で
は、GET of/maven/R/com/mycompany/myapp/pkg-1/1.0-20221220.150959-1/
pkg-1-1.0-20221220.150959-1.jar は 200 (OK) レスポンスコードを返します。これは
上流のリポジトリに存在するアセットを要求しますが、バージョンはビルドバージョン文字列 
(1.0-20221220.150959-1) を使用してアドレス指定されるため、アセットは下流のリポジトリから
取得できます。GETこれにより、1.0-20221220.150959-1パッケージのバージョンステータスがの
バージョンも保持されますUnlisted。R

アップストリームと外部接続から Maven パッケー
ジをリクエストする

標準アセット名のインポート
Maven Central などのパブリックリポジトリから Maven パッケージバージョンをインポートする場
合、AWS CodeArtifact はそのパッケージバージョンのすべてのアセットをインポートしようとします。で

136



CodeArtifact CodeArtifact ユーザーガイド
標準外の Asset name 許可

説明したようにアップストリームリポジトリを持つパッケージバージョンのリクエスト (p. 39)、インポー
トは次の場合に行われます。

• CodeArtifact クライアントはリポジトリから Maven アセットをリクエストします。
• パッケージバージョンは、リポジトリやそのアップストリームにまだ存在していません。
• パブリック Maven リポジトリへの外部接続が可能です。

クライアントが 1 つのアセットしかリクエストしていない場合でも、 CodeArtifact そのパッケージバー
ジョンで見つかったすべてのアセットをインポートしようとします。Maven CodeArtifact パッケージバー
ジョンで利用可能なアセットを見つける方法は、特定のパブリックリポジトリによって異なります。パブ
リック Maven リポジトリの中には、アセットのリストのリクエストをサポートしているものもあれば、サ
ポートしていないものもあります。アセットを一覧表示する方法がないリポジトリの場合、 CodeArtifact 
存在する可能性が高いアセット名のセットを生成します。たとえば、Mavenjunit 4.13.2 CodeArtifact 
パッケージバージョンのアセットがリクエストされると、次のアセットのインポートを試みます。

• junit-4.13.2.pom

• junit-4.13.2.jar

• junit-4.13.2-javadoc.jar

• junit-4.13.2-sources.jar

標準外の Asset name 許可
Maven クライアントが上記のパターンのいずれにも一致しないアセットをリクエストした場合、 
CodeArtifact そのアセットがパブリックリポジトリに存在するかどうかを確認します。アセットが存在す
る場合、そのアセットはインポートされ、既存のパッケージバージョンレコード (存在する場合) に追加さ
れます。たとえば、Mavencom.android.tools.build:aapt2 7.3.1-8691043 パッケージバージョ
ンには次のアセットが含まれています。

• aapt2-7.3.1-8691043.pom

• aapt2-7.3.1-8691043-windows.jar

• aapt2-7.3.1-8691043-osx.jar

• aapt2-7.3.1-8691043-linux.jar

クライアントが POM ファイルをリクエストしたときに、パッケージバージョンのアセットを一覧表示で
きない場合、インポートされるアセットは POM だけです。 CodeArtifact これは、他のアセットが標準の
アセット名パターンと一致しないためです。ただし、クライアントが JAR アセットの 1 つをリクエスト
すると、そのアセットがインポートされ、に保存されている既存のパッケージバージョンに追加されます 
CodeArtifact。で説明されているように、最下流のリポジトリ (クライアントがリクエストを行ったリポジ
トリ) と外部接続がアタッチされたリポジトリの両方のパッケージバージョンが、新しいアセットを含む
ように更新されますアップストリームリポジトリからのパッケージの保持 (p. 40)。

通常、 CodeArtifact パッケージバージョンがリポジトリに保持されると、上流リポジトリの変更による影
響を受けません。詳細については、「アップストリームリポジトリからのパッケージの保持 (p. 40)」を参
照してください。ただし、前述の非標準名の Maven アセットの動作は、このルールの例外です。下流の
パッケージバージョンは、クライアントから追加のアセットが要求されない限り変更されませんが、この
場合、保持されているパッケージバージョンは最初に保持された後に変更されるため、不変ではありませ
ん。この動作が必要なのは、標準以外の名前の Maven アセットにそうでなければアクセスできないからで
す CodeArtifact。この動作は、パッケージバージョンがリポジトリに保持された後に、パブリックリポジ
トリ上の Maven パッケージバージョンに追加された場合にも有効になります。 CodeArtifact
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アセットの起源の確認
以前に保持していた Maven パッケージバージョンに新しいアセットを追加するときに、 CodeArtifact 保持
されているパッケージバージョンの作成元が新しいアセットのオリジンと同じであることを確認します。
これにより、さまざまなアセットがさまざまなパブリックリポジトリから生成される「混合」パッケージ
バージョンを作成することを防ぎます。このチェックを行わないと、Maven パッケージバージョンが複
数のパブリックリポジトリに公開され、それらのリポジトリがリポジトリの上流グラフの一部である場合
に、アセットの混合が発生する可能性があります。 CodeArtifact

アップストリームリポジトリへの新しいアセットと
パッケージバージョンステータスのインポート
上流リポジトリのパッケージバージョンのパッケージバージョンステータスにより (p. 51)、 CodeArtifact 
それらのバージョンを下流リポジトリに保持できなくなる可能性があります。

たとえば、あるドメインに、、、の 3repo-A つのリポジトリがあるとします。ここでrepo-C、repo-
Brepo-Aはの上流で、repo-Cはの上流ですrepo-B。repo-B

Maven パッケージのPackage7.3.1com.android.tools.build:aapt2repo-B バージョンが存在し、
ステータスはですPublished。には存在しませんrepo-A。クライアントがこのパッケージバージョン
のアセットをリクエストした場合repo-A、応答は 200 (OK) になり、Maven7.3.1 パッケージバージョ
ンは保持されますrepo-A。ただし、7.3.1Archivedパッケージバージョンのステータスがまたはの場
合Disposed、これら 2repo-B つのステータスのパッケージバージョンのアセットはダウンロードできな
いため、応答は 404 (Not Found) になります。

repo-A7.3.1既にパッケージバージョンが含まれていて、クライアントがそのバージョンの新しいア
セット、つまりまだ version7.3.1 inrepo-A に含まれていないアセットをリクエストした場合、外部リ
ポジトリの新しいアセットが外部リポジトリから取得され、7.3.1 in のバージョンに追加されますrepo-
A。7.3.1この状況は、repo-Brepo-CArchivedがステータスまたはステータスにある場合でも発生しま
すDisposed。この動作により、パッケージバージョンをすでに保持している下流リポジトリは、上流リ
ポジトリのパッケージバージョンのステータスに関係なく、外部リポジトリ内のパッケージバージョンの
すべてのアセットにアクセスできるようになります。この状態では、そのバージョンをまだ保持していな
い下流のリポジトリは、ArchivedDisposed上流リポジトリのまたはバージョンによってブロックされて
いるため、そのバージョンを保持できません。

パッケージオリジンコントロールを (p. 79)upstream=BLOCK forcom.android.tools.build:aapt2
in,,repo-C に設定するとrepo-Arepo-B、パッケージのバージョンステータスに関係なく、そのパッケー
ジのすべてのバージョンの新しいアセットが取得されなくなることに注意してください。repo-A
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を使用するCodeArtifactとNuGet
以下のトピックでは、消費および公開する方法について説明します。NuGetパッケージを使用
CodeArtifact。

Note

AWS CodeArtifactをサポートするのはに限られますNuGet.exe バージョン4.8以上。

トピック
• Visual Studio で CodeArtifact を使用する (p. 139)
• nuget または dotnet CLICodeArtifact で使用する (p. 140)
• NuGetパッケージ名、バージョン、アセット名の正規化 (p. 147)
• NuGet の互換性 (p. 148)

Visual Studio で CodeArtifact を使用する
CodeArtifact 認証情報プロバイダーを使用して、Visual Studio で CodeArtifact からパッケージを直接使用
できます。認証情報プロバイダーは、Visual Studio での CodeArtifact リポジトリのセットアップと認証を
簡素化し、AWS Toolkit for Visual Studio で使用可能です。

Note

AWS Toolkit for Visual Studio は、Visual Studio for Mac では使用できません。

CLI ツールで NuGet を設定して使用するには、nuget または dotnet CLICodeArtifact で使用する (p. 140)
を参照してください。

トピック
• CodeArtifact 認証情報プロバイダーを使用して、Visual Studio を設定します。 (p. 139)
• Visual Studio のパッケージマネージャーコンソールを使用する (p. 140)

CodeArtifact 認証情報プロバイダーを使用し
て、Visual Studio を設定します。
CodeArtifact 認証情報プロバイダーは、CodeArtifact と Visual Studio 間のセットアップと継続的な認証を
簡素化します。CodeArtifact 認証トークンは、最大 12 時間有効です。Visual Studio での作業中にトークン
を手動で更新する必要がないように、資格情報プロバイダーは、現在のトークンの有効期限が切れる前に
定期的に新しいトークンを取得します。

Important

認証情報プロバイダーを使用するには、手動または aws codeartifact login を実行して追
加された可能性のある nuget.config ファイルから既存のAWS CodeArtifactが削除されている
ことを確認します。

AWS Toolkit for Visual Studio を使用して、Visual Studioで CodeArtifact を使用する

1. 以下の手順を使用して、AWS Toolkit for Visual Studio をインストールします。このツールキット
は、次の手順を使用して Visual Studio 2017 および 2019 と互換性があります。AWSCodeArtifact は 
Visual Studio 2015 以前をサポートしていません。
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ネージャーコンソールを使用する

1. Visual Studio 2017 および Visual Studio 2019 の Toolkit for Visual Studio は、Visual Studio 
Marketplace で配信されています。Visual Studio 内で、ツール ≫ 拡張機能とアップデート (Visual 
Studio 2017) または拡張機能 ≫ 拡張機能の管理 (Visual Studio 2019) を使用して、ツールキットの
インストールと更新を行うことも可能です。

2. ツールキットをインストールしたら、表示 メニューから AWS エクスプローラ を選択してツール
キットを開きます。

2. AWS Toolkit for Visual Studioユーザーガイド の AWS認証情報の提供 にある手順に従って、AWS認証
情報でToolkit for Visual Studio を設定します。　

3. (オプション) AWS CodeArtifact で使用するプロファイルを設定します。設定されていない場
合、CodeArtifact はデフォルトのプロファイルを使用します。プロファイルを設定するには、ツール 
> NuGet パッケージマネージャー > CodeArtifact AWS プロフィールの選択 に移動します。

4. Visual Studio で、CodeArtifact リポジトリをパッケージソースとして追加します。

1. AWSエクスプローラ ウィンドウでリポジトリに移動し、右クリックして Copy NuGet Source 
Endpoint を選択します。

2. ツール > オプション コマンドを使用して、NuGet パッケージマネージャー までスクロールしま
す。

3. パッケージソース ノードを選択します。
4. + を選択して名前を編集し、ステップ 3a でコピーしたリポジトリ URL エンドポイントを 送信元

ボックスに貼り付け、更新を選択します。
5. 新しく追加したパッケージソースのチェックボックスを選択して有効にします。

Note

Nuget.org への外部接続を CodeArtifact リポジトリに追加し、Visual Studio で nuget.org
パッケージソースを無効にすることをお勧めします。外部接続を使用する場合、Nuget.org
から取得されたすべてのパッケージは、 CodeArtifact リポジトリに保存されま
す。Nuget.org が使用できなくなっても、アプリケーションの依存関係は CI ビルドとロー
カル開発で引き続き使用できます。外部接続の詳細については、「 CodeArtifact リポジト
リをパブリックリポジトリConnect する (p. 36)」を参照してください。

5. Visual Studio を再起動して、変更を有効にします。

設定後、Visual Studio は CodeArtifact リポジトリ、その上流のリポジトリー、または外部接続を追加し
た場合は Nuget.org からパッケージを消費できます。Visual Studio での NuGet パッケージの参照とイン
ストールの詳細については、NuGet ドキュメント の NuGet パッケージマネージャーを使用して Visual 
Studio でパッケージをインストールして管理する を参照してください。

Visual Studio のパッケージマネージャーコンソールを
使用する
Visual Studio のパッケージマネージャーコンソールは、Visual Studio バージョンの CodeArtifact 認証情報
プロバイダーを使用しません。これを使用するには、コマンドライン認証情報プロバイダーを設定する必
要があります。詳細については、「nuget または dotnet CLICodeArtifact で使用する (p. 140)」を参照し
てください。

nuget または dotnet CLICodeArtifact で使用する
nugetdotnetやのような CLI ツールを使用して、パッケージを公開して消費できますCodeArtifact。この
ドキュメントでは、CLI ツールの設定と、それらを使用してパッケージを公開または使用する方法につい
て説明します。
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トピック
• nuget または dotnet CLI を設定する (p. 141)
• NuGetからパッケージを消費するCodeArtifact (p. 144)
• NuGetパッケージをパブリッシュ先CodeArtifact (p. 145)
• CodeArtifactNuGet資格情報プロバイダーリファレンス (p. 145)
• CodeArtifactNuGet認証情報プロバイダーのバージョン (p. 146)

nuget または dotnet CLI を設定する
nuget または dotnet CLI は、CodeArtifactNuGet認証情報プロバイダーAWS CLI、または手動で設定できま
す。NuGetセットアップを簡素化し、認証を継続するために、認証情報プロバイダーを使用して設定する
ことを強くお勧めします。

方法 1:CodeArtifactNuGet 認証情報プロバイダーを使用して設定
する
CodeArtifactNuGet認証情報プロバイダーは、CodeArtifactNuGet CLIツールによる認証と構成を簡素化しま
す。CodeArtifact認証トークンは、最大 12 時間有効です。nuget または dotnet CLI の使用中にトークンを
手動で更新する必要がないように、認証情報プロバイダーは現在のトークンの有効期限が切れる前に定期
的に新しいトークンを取得します。

Important

AWSCodeArtifact認証情報プロバイダーを使用するには、NuGet以前に config を実行して手動で
追加した、aws codeartifact loginまたは実行して手動で追加した、既存の認証情報が削除
されていることを確認してください。nuget.config

CodeArtifactNuGet認証情報プロバイダーのインストールと設定

dotnet

1. AWS の最新バージョンをダウンロードします。 CodeArtifact。 NuGet。 
CredentialProviderNuGet.orgdotnet のツールを次のコマンドで実行します。

dotnet tool install -g AWS.CodeArtifact.NuGet.CredentialProvider

2. codeartifact-creds installコマンドを使用して、NuGet認証情報プロバイダーをplugines
フォルダにコピーします。

dotnet codeartifact-creds install

3. (オプション): 認証情報プロバイダーで使用する AWS プロファイルを設定します。設定されていな
い場合は、認証情報プロバイダーはデフォルトのプロファイルを使用します。AWS CLI プロファイ
ルの詳細については、名前付きプロファイル を参照してください。

dotnet codeartifact-creds configure set profile profile_name

nuget

次の手順を実行して、NuGet CLI を使用して Amazon S3CodeArtifactNuGet バケットから認証情報プ
ロバイダーをインストールして設定します。認証情報プロバイダーはデフォルト AWS CLI プロファ
イルを使用します。プロファイルの詳細については、名前付きプロファイル を参照してください。
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1. Amazon S3 CodeArtifactNuGetバケットから認証情報プロバイダーの最新バージョン (codeartifact-
nuget-credentialprovider.zip) をダウンロードします。

以前のバージョンを表示およびダウンロードするには、を参照してくださいCodeArtifactNuGet認証
情報プロバイダーのバージョン (p. 146)。

2. ファイルを解凍します。
3. AWS をコピーします。 CodeArtifact。 NuGetCredentialProvidernetfx フォルダーからウィンドウ

ズ、%user_profile%/.nuget/plugins/netfx/ Linux、macOS~/.nuget/plugins/netfx
上のフォルダーに移動します。

4. AWS をコピーします。 CodeArtifact。 NuGetCredentialProviderネットコアフォルダーから
Windows または Linux または macOS~/.nuget/plugins/netcore 上のフォルダーに移動しま
す%user_profile%/.nuget/plugins/netcore/。

リポジトリを作成して認証情報プロバイダーを設定したら、nuget または dotnet CLI ツールを使用し
て、パッケージをインストールして公開できます。詳細については、NuGetからパッケージを消費する
CodeArtifact (p. 144)およびNuGetパッケージをパブリッシュ先CodeArtifact (p. 145)を参照してくださ
い。

方法 2: login コマンドで nuget または dotnet を設定する
codeartifact loginにあるコマンドは、リポジトリエンドポイントと認可トークンを、AWS 
CLINuGet設定ファイルに追加し、nuget または dotnetCodeArtifact がリポジトリに接続できるよう
にします。これにより、Windows~/.config/NuGet/NuGet.Config または~/.nuget/NuGet/
NuGet.Config Mac/LinuxNuGet%appdata%\NuGet\NuGet.Config 用のユーザーレベルの設定が変更
されます。NuGet構成の詳細については、「NuGet一般的な構成」を参照してください。

nuget または dotnet を login コマンドで設定する

1. の開始方法 CodeArtifact (p. 7) で説明されているように、AWS CLI で使用するための AWS 認証情報
を設定する。

2. NuGetCLI ツール (nugetまたはdotnet) が正しくインストールされ、設定されていることを確認しま
す。手順については、nuget または dotnet ドキュメントを参照してください。

3. CodeArtifactloginコマンドを使用して、で使用する認証情報を取得しますNuGet。

Note

所有しているドメインのリポジトリにアクセスする場合、--domain-ownerを含める必要は
ありません。詳細については、「クロスアカウントドメイン (p. 84)」を参照してください。

dotnet

Important

Linux および MacOS のユーザー: 暗号化は Windows 以外のプラットフォームではサポー
トされていないため、取得した資格情報はプレーンテキストとして設定ファイルに保存
されます。

aws codeartifact login --tool dotnet --domain my_domain --domain-owner 111122223333
 --repository my_repo

nuget

aws codeartifact login --tool nuget --domain my_domain --domain-owner 111122223333
 --repository my_repo
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login コマンドは次の処理を行います:

• CodeArtifactAWS認証情報を使用して認可トークンを取得します。
• NuGetユーザーレベルの設定を、NuGetパッケージソースの新しいエントリで更新します。CodeArtifact

リポジトリエンドポイントを指すソースが呼び出されますdomain_name/repo_name。

login実行後のデフォルトの認証期限は12時間です。loginはトークンを定期的に更新するために実行さ
れねばなりません。login コマンドを使用して作成された認可トークンの詳細については、「loginコマ
ンドで作成されたトークン (p. 190)」を参照してください。

リポジトリを作成して認証を設定したら、nuget、dotnet または msbuild パッケージを使用して、CLI 
クライアントをインストールして公開できます。詳細については、NuGetからパッケージを消費する
CodeArtifact (p. 144)およびNuGetパッケージをパブリッシュ先CodeArtifact (p. 145)を参照してくださ
い。

方法 3: login コマンドなしで nuget または dotnet を設定する
手動設定の場合、NuGetリポジトリエンドポイントと認可トークンを追加し、nuget または 
dotnetCodeArtifact がリポジトリに接続できるようにします。

CodeArtifactリポジトリに接続するには、nuget または dotnet を手動で設定します。

1. CodeArtifactget-repository-endpointAWS CLIコマンドを使用してリポジトリエンドポイントを決
定します。

aws codeartifact get-repository-endpoint --domain my_domain --domain-owner 111122223333
 --repository my_repo --format nuget

出力例:

{ 
   "repositoryEndpoint": "https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-
west-2.amazonaws.com/nuget/my_repo/"
} 
                

2. get-authorization-token AWS CLI コマンドを使用してパッケージマネージャーからリポジトリ
に接続するには、認可トークンを取得します。

aws codeartifact get-authorization-token --domain my_domain

出力例:

{ 
   "authorizationToken": "eyJ2I...viOw", 
   "expiration": 1601616533.0
} 
                

3. ステップ 3 で返されたget-repository-endpoint URL/v3/index.json に追加して、完全なリポ
ジトリエンドポイント URL を作成します。

4. ステップ 1 のリポジトリエンドポイントとステップ 2 の認証トークンを使用するには、nuget または 
dotnet を設定します。
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Note

nuget または dotnet/v3/index.jsonCodeArtifact がリポジトリに正常に接続するには、ソー
ス URL の末尾がである必要があります。

dotnet

Linux および MacOS のユーザー: 暗号化は Windows 以外のプラットフォームではサポートされて
いないため、次のコマンドに --store-password-in-clear-text フラグを追加する必要があ
ります。これにより、パスワードがプレーンテキストとして設定ファイルに保存されることに注意
してください。

dotnet nuget add source https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-
west-2.amazonaws.com/nuget/my_repo/v3/index.json --name packageSourceName --
password eyJ2I...viOw --username aws

Note

既存のソースを更新するには、dotnet nuget update sourceコマンドを使用しま
す。

nuget

nuget sources add -name domain_name/repo_name -Source 
 https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/nuget/my_repo/
v3/index.json -password eyJ2I...viOw -username aws

出力例:

Package source with Name: domain_name/repo_name added successfully.

NuGetからパッケージを消費するCodeArtifact
NuGetで設定したらCodeArtifact、CodeArtifactリポジトリまたはその上流リポジトリの 1NuGet つに保存
されているパッケージを使用できます。

CodeArtifactリポジトリまたはその上流リポジトリの 1 つからパッケージバージョンを、またはで消
費するには、次のコマンドを実行し、packageNamenuget を消費したいパッケージの名前で置き
換え、リポジトリのソース名で置き換え、packageName を消費したいパッケージの名前で置き換
え、packageSourceNameリポジトリのソース名で置き換え、packageName を消費したいパッケージの
名前で置き換え、CodeArtifactリポジトリのソース名で置き換します。dotnetNuGetloginNuGetコマン
ドを使用して設定を設定した場合、ソース名は domain_name/repo_name です。

Note

パッケージが要求されると、NuGetクライアントはそのパッケージのどのバージョンが存在す
るかをキャッシュします。この動作により、目的のバージョンが利用可能になる前に以前にリ
クエストされたパッケージのインストールが失敗する可能性があります。この障害を回避して
既存のパッケージを正常にインストールするには、NuGetnuget locals all --clearまた
はを使用してインストール前にキャッシュをクリアするかdotnet nuget locals all --
clear、installrestore-NoCacheまたはのオプションを指定しておよびコマンドの実行中に
キャッシュを使用しないようにすることができますdotnet。nuget--no-cache

dotnet

dotnet add package packageName --source packageSourceName
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nuget

nuget install packageName -Source packageSourceName

パッケージの特定バージョンをインストールするには

dotnet

dotnet add package packageName --version 1.0.0 --source packageSourceName

nuget

nuget install packageName -Version 1.0.0 -Source packageSourceName

詳細については、マイクロソフトドキュメント の nuget.exe CLI を使用してパッケージを管理する または
dotnet CLI を使用してパッケージをインストールして管理する を参照してください。

NuGet.orgNuGet からパッケージを使用
NuGet.orgCodeArtifact への外部接続を使用してリポジトリを設定することで、NuGetリポジトリを通じ
て.orgNuGet のパッケージを使用できます。NuGet.org から消費されたパッケージは、CodeArtifactリポジ
トリに取り込まれて保存されます。外部接続の追加方法の詳細については、「 CodeArtifact リポジトリを
パブリックリポジトリConnect する (p. 36)」を参照してください。

NuGetパッケージをパブリッシュ先CodeArtifact
NuGetで設定したらCodeArtifact、nugetdotnetCodeArtifactまたはを使用してパッケージバージョンをリ
ポジトリに公開できます。

CodeArtifactパッケージバージョンをリポジトリにプッシュするには、次のコマンドを実行
し、.nupkgCodeArtifactNuGetファイルへのフルパスとリポジトリのソース名にフルパスで実行しま
す。loginNuGetコマンドを使用して構成を構成した場合、ソース名はですdomain_name/repo_name。

Note

NuGet公開するパッケージがない場合は、パッケージを作成できます。詳細について
は、Microsoft ドキュメント の パッケージ作成ワークフロー を参照してください。

dotnet

dotnet nuget push path/to/nupkg/SamplePackage.1.0.0.nupkg --source packageSourceName

nuget

nuget push path/to/nupkg/SamplePackage.1.0.0.nupkg -Source packageSourceName

CodeArtifactNuGet資格情報プロバイダーリファレン
ス
CodeArtifactNuGet認証情報プロバイダーを使用すると、NuGetCodeArtifactリポジトリの設定と認証が簡
単になります。
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CodeArtifactNuGet認証情報プロバイダーのコマンド
このセクションには、CodeArtifactNuGet認証情報プロバイダーのコマンドリストが含まれます。これらの
コマンドには、次の例のように、dotnet codeartifact-creds でプレフィックスを付ける必要があり
ます。

dotnet codeartifact-creds command

• configure set profile profile: 提供された AWS プロファイルを使用する資格情報プロバイ
ダーを設定します。

• configure unset profile：設定済みのプロファイルを削除します。
• install: 認証情報プロバイダーを plugins フォルダにコピーします。
• install --profile profile: 認証情報プロバイダーを plugins フォルダにコピーして、提供され

ている AWS プロファイルを使用するように設定します。
• uninstall: 認証情報プロバイダーをアンインストールします。これにより、設定ファイルに対する変

更は削除されません。
• uninstall --delete-configuration：認証情報プロバイダーをアンインストールして、設定ファ

イルに対するすべての変更を削除します。

CodeArtifactNuGet認証情報プロバイダーログ
CodeArtifactNuGet認証情報プロバイダーのログを有効にするには、環境でログファイルを設定する必要が
あります。認証情報プロバイダーのログには、次のような有用なデバッグ情報が含まれています:

• 接続の作成に使用される AWS プロファイル
• すべての認証エラー
• CodeArtifact提供されたエンドポイントがURLでない場合

CodeArtifactNuGet認証情報プロバイダーのログファイルの設定

export AWS_CODEARTIFACT_NUGET_LOGFILE=/path/to/file

ログファイルの設定後、codeartifact-creds コマンドはログ出力をそのファイルの内容に追加しま
す。

CodeArtifactNuGet認証情報プロバイダーのバージョ
ン
次の表には、CodeArtifactNuGet認証情報プロバイダーのバージョン履歴情報とダウンロードリンクが示さ
れています。

バージョン 変更 公開日 ダウンロードリンク 
(S3)

1.0.1 (最新) net5、net6、および 
SSO プロファイルのサ
ポートが追加されまし
た

03/05/2022 v1.0.1 のダウンロード
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バージョン 変更 公開日 ダウンロードリンク 
(S3)

1.0.0 CodeArtifactNuGet認証
情報プロバイダーの初
回リリース

2020 年 11 月 20 日 v1.0.0 をダウンロード

NuGetパッケージ名、バージョン、アセット名の正
規化

CodeArtifactパッケージ名とアセット名、およびパッケージバージョンを保存する前に正規化します。つま
り、CodeArtifactパッケージまたはアセットの公開時に提供されるものとは異なる場合があります。

パッケージ名の正規化: CodeArtifact正規化するNuGetすべての文字を小文字に変換してパッケージ名を指
定します。

パッケージバージョンの正規化: CodeArtifact正規化するNuGet同じパターンを使用してバージョンをパッ
ケージ化するNuGet。以下の情報はからのものです正規化されたバージョン番号からのNuGetドキュメン
ト内) を参照してください。

• 先頭のゼロはバージョン番号から削除されます。
• 1.00として扱われる1.0

• 1.01.1として扱われる1.1.1

• 1.00.0.1として扱われる1.0.0.1

• バージョン番号の 4 番目の部分の 0 は省略されます。
• 1.0.0.0として扱われる1.0.0

• 1.0.01.0として扱われる1.0.1

• SemVer2.0.0 ビルドメタデータは削除されます。
• 1.0.7+r3456として扱われる1.0.7

パッケージアセット名の正規化: CodeArtifactを構成するNuGet正規化されたパッケージ名とパッケージ
バージョンからのパッケージアセット名。

正規化されていないパッケージ名とバージョン名は、API および CLI リクエストで使用できま
す。CodeArtifactは、これらのリクエストのパッケージ名とバージョン入力に対して正規化を実行します。
たとえば、の入力--package Newtonsoft.JSONそして--version 12.0.03.0正規化され、正規化さ
れたパッケージ名が次のパッケージを返します。newtonsoft.jsonおよびのバージョン12.0.3。

API および CLI リクエストでは、正規化されたパッケージのアセット名を次のように使用する必要があり
ます。CodeArtifactでは、正規化を実行しません。--asset入力。

ARN では、正規化された名前とバージョンを使用する必要があります。

パッケージの正規化された名前を見つけるには、aws codeartifact list-packagesコマンド。詳細
については、「パッケージ名を一覧表示する (p. 52)」を参照してください。

パッケージの正規化されていない名前を見つけるには、aws codeartifact describe-package-
versionコマンド。正規化されていないパッケージの名前は、displayNameフィールド。詳細について
は、パッケージのバージョンの詳細と依存関係の表示および更新 (p. 70)を参照してください。
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NuGet の互換性
このガイドには、CodeArtifact のさまざまな NuGet ツールおよびバージョンとの互換性に関する情報が含
まれています。

トピック
• NuGet の一般的な互換性 (p. 148)
• NuGet コマンドラインサポート (p. 148)

NuGet の一般的な互換性
AWS CodeArtifact は NuGet 4.8 以降をサポートしています。

AWS CodeArtifact は NuGet HTTP プロトコルの V3 のみをサポートしています。これは、プロトコル
の V2 に依存する一部の CLI コマンドはサポートされていないことを意味します。詳細については、
「nuget.exe コマンドのサポート (p. 148)」セクションを参照してください。

AWS CodeArtifact は PowerShellGet 2.x をサポートしていません。

NuGet コマンドラインサポート
AWS CodeArtifact は、NuGet (nuget.exe) と .NET Core (dotnet) CLI ツールをサポートしています。

nuget.exe コマンドのサポート
CodeArtifact は NuGet の HTTP プロトコルの V3 のみをサポートしているため、CodeArtifact リソースに
対して次のコマンドを使用すると機能しません。

• list: nuget list コマンド は、指定したソースからパッケージのリストを表示します。CodeArtifact 
リポジトリ内のパッケージのリストを取得するには、AWS CLIから パッケージ名を一覧表示する (p. 52)
コマンドを使用できます。
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ジェネリックパッケージの使用
以下のトピックでは、を使用した Generic パッケージの消費および公開方法について説明しますAWS 
CodeArtifact。

トピック
• ジェネリックパッケージの概要 (p. 149)
• ジェネリックパッケージでサポートされるコマンド (p. 149)
• 汎用パッケージの公開と利用 (p. 150)

ジェネリックパッケージの概要
genericパッケージ形式を使用すると、 CodeArtifact 任意のタイプのファイルをアップロードしてリポ
ジトリにパッケージを作成できます。汎用パッケージは、特定のプログラミング言語、ファイルタイプ、
またはパッケージ管理エコシステムに関連付けられていません。これは、アプリケーションインストー
ラー、機械学習モデル、構成ファイルなど、任意のビルドアーティファクトを保存してバージョン管理す
る場合に便利です。

汎用パッケージは、パッケージ名、名前空間、バージョン、および 1 つ以上のアセット (またはファイル) 
で構成されます。汎用パッケージは、他の形式のパッケージと一緒に 1 CodeArtifact つのリポジトリに存
在できます。

AWS CLIまたは SDK を使用して汎用パッケージを操作できます。AWS CLI汎用パッケージで動作する
コマンドの全リストについては、を参照してくださいジェネリックパッケージでサポートされるコマン
ド (p. 149)。

一般的なパッケージの制約
• 上流のリポジトリから取得されることはありません。これらは公開されたリポジトリからのみ取得でき

ます。
• 依存関係をから返したり、ListPackageVersionDependenciesに表示したりすることはできませんAWS 

Management Console。
• README ファイルや LICENSE ファイルを保存することはできますが、解釈されることはありま

せん CodeArtifact。GetPackageVersionReadmeこれらのファイル内の情報はまたはから返され
ずDescribePackageVersion、にも表示されませんAWS Management Console。

• のすべてのパッケージと同様に CodeArtifact、アセットのサイズとパッケージあたりのアセット数には
制限があります。の制限とクォータの詳細については CodeArtifact、を参照してくださいのクォータ
AWSCodeArtifact (p. 205)。

• それらに含まれるアセット名は、次のルールに従う必要があります。
• アセット名には Unicode の文字と数字を使用できます。具体的には、小文字 ()、修飾文字 (Ll)、その

他の文字 (Lm)、タイトルケース文字 (Lo)、大文字 (Lt)、文字番号 (Lu)、十進数 (NlNd) の Unicode 文
字カテゴリを使用できます。

• 次の特殊文字を使用できます。~!@^&()-_+[]{};,.
• .アセットに名前を付けることはできません。..
• 空白文字はスペースのみです。先頭や末尾にスペースを含めることはできません。

ジェネリックパッケージでサポートされるコマンド
AWS CLIまたは SDK を使用して汎用パッケージを操作できます。 CodeArtifact 次のコマンドは汎用パッ
ケージで動作します。
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• copy-package-versions (リポジトリ間でのパッケージのコピー (p. 62)を参照してください)
• パッケージを削除 (「」を参照パッケージの削除 (AWS CLI) (p. 68))
• delete-package-versions (パッケージのバージョンの削除 (AWS CLI) (p. 68)を参照してください)
• 説明パッケージ
• describe-package-version (パッケージのバージョンの詳細と依存関係の表示および更新 (p. 70)を参照し

てください)
• dispose-package-versions (パッケージバージョンの廃棄 (p. 78)を参照してください)
• get-package-version-asset (パッケージバージョンアセットのダウンロード (p. 61)を参照してください)
• list-package-version-assets (パッケージバージョンのアセットを一覧表示する (p. 60)を参照してくださ

い)
• list-package-versions (パッケージバージョンを一覧表示する (p. 57)を参照してください)
• リストパッケージ (「」を参照パッケージ名を一覧表示する (p. 52))
• publish-package-version (汎用パッケージの公開 (p. 150)を参照してください)
• put-package-origin-configuration (パッケージオリジンコントロールの編集 (p. 79)を参照してください)

Note

publishオリジンコントロール設定を使用して、リポジトリへの汎用パッケージ名の公開を許
可または禁止できます。ただし、ジェネリックパッケージは上流のリポジトリから取得できな
いため、upstreamこの設定は適用されません。

• update-package-versions-status (パッケージバージョンのステータスの更新 (p. 74)を参照してください)

汎用パッケージの公開と利用
汎用パッケージバージョンとその関連アセットを公開するには、publish-package-versionコマンド
を使用します。list-package-version-assetコマンドを使用してジェネリックパッケージのアセッ
トを一覧表示し、を使用してダウンロードできますget-package-version-asset。以下のトピックで
は、これらのコマンドを使用して汎用パッケージを公開したり、 step-by-step 汎用パッケージアセットを
ダウンロードしたりする手順について説明します。

汎用パッケージの公開
汎用パッケージは、パッケージ名、名前空間、バージョン、および 1 つ以上のアセット (またはファイル) 
で構成されます。このトピックでは、名前空間my-ns、1.0.0バージョンを使用してmy-package、とい
う名前のアセットを 1 つ含むパッケージを公開する方法を示しますasset.tar.gz。

前提条件:

• AWS Command Line Interfaceとのセットアップと設定 CodeArtifact （を参照でのセットアップ
AWSCodeArtifact (p. 4)）

• CodeArtifact ドメインとリポジトリを用意してください (「」を参照AWS CLI を使用した開始方
法 (p. 9))

汎用パッケージを公開するには

1. 次のコマンドを使用して、パッケージバージョンにアップロードするファイルごとに SHA256 ハッ
シュを生成し、その値を環境変数に入れます。この値は、ファイルの内容が最初に送信された後に変
更されていないことを確認するための整合性チェックとして使用されます。

Linux

export ASSET_SHA256=$(sha256sum asset.tar.gz | awk '{print $1;}')
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macOS

export ASSET_SHA256=$(shasum -a 256 asset.tar.gz | awk '{print $1;}')

Windows

for /f "tokens=*" %G IN ('certUtil -hashfile asset.tar.gz SHA256 ^| findstr /v 
 "hash"') DO SET "ASSET_SHA256=%G"

2. publish-package-versionを呼び出してアセットをアップロードし、新しいパッケージバージョ
ンを作成します。

Note

パッケージに複数のアセットが含まれている場合は、アップロードするアセットごとに 
1publish-package-version 回呼び出すことができます。最終アセットをアップロード
する場合を除いてpublish-package-version、--unfinishedを呼び出すたびに引数を
含めてください。--unfinished省略するとパッケージバージョンのステータスがに設定さ
れPublished、追加のアセットがアップロードされなくなります。
または、--unfinishedを呼び出すたびにインクルードしpublish-package-
version、Publishedupdate-package-versions-statusコマンドを使用してパッケー
ジバージョンのステータスを設定します。

Linux/macOS

aws codeartifact publish-package-version --domain my_domain --repository my_repo \ 
      --format generic --namespace my-ns --package my-package --package-
version 1.0.0 \ 
      --asset-content asset.tar.gz --asset-name asset.tar.gz \ 
      --asset-sha256 $ASSET_SHA256

Windows

aws codeartifact publish-package-version --domain my_domain --repository my_repo ^ 
      --format generic --namespace my-ns --package my-package --package-
version 1.0.0 ^ 
      --asset-content asset.tar.gz --asset-name asset.tar.gz ^   
      --asset-sha256 %ASSET_SHA256%

出力は以下のようになります。

{ 
    "format": "generic", 
    "namespace": "my-ns", 
    "package": "my-package", 
    "version": "1.0.0", 
    "versionRevision": "REVISION-SAMPLE-1-C7F4S5E9B772FC", 
    "status": "Published", 
    "asset": { 
        "name": "asset.tar.gz", 
        "size": 11, 
        "hashes": { 
            "MD5": "41bba98d5b9219c43089eEXAMPLE-MD5", 
            "SHA-1": "69b215c25dd4cda1d997a786ec6EXAMPLE-SHA-1", 
            "SHA-256": "43f24850b7b7b7d79c5fa652418518fbdf427e602b1edabe6EXAMPLE-
SHA-256", 
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            "SHA-512": 
 "3947382ac2c180ee3f2aba4f8788241527c8db9dfe9f4b039abe9fc560aaf5a1fced7bd1e80a0dca9ce320d95f0864e0dec3ac4f2f7b2b2cbEXAMPLE-
SHA-512" 
        } 
    }
}

汎用パッケージアセットを一覧表示する
汎用パッケージに含まれるアセットを一覧表示するには、list-package-version-assetsコマンドを
使用します。詳細については、「パッケージバージョンのアセットを一覧表示する (p. 60)」を参照してく
ださい。

次の例は、1.0.0パッケージのバージョンのアセットを一覧表示しますmy-package。

パッケージバージョンアセットを一覧表示するには

• list-package-version-assetsを呼び出して、ジェネリックパッケージに含まれるアセットを一
覧表示します。

Linux/macOS

aws codeartifact list-package-version-assets --domain my_domain \ 
  --repository my_repo --format generic --namespace my-ns \ 
  --package my-package --package-version 1.0.0

Windows

aws codeartifact list-package-version-assets --domain my_domain ^ 
  --repository my_repo --format generic --namespace my-ns ^ 
  --package my-package --package-version 1.0.0

出力は以下のようになります。

{ 
    "assets": [ 
        { 
            "name": "asset.tar.gz", 
            "size": 11, 
            "hashes": { 
                "MD5": "41bba98d5b9219c43089eEXAMPLE-MD5", 
                "SHA-1": "69b215c25dd4cda1d997a786ec6EXAMPLE-SHA-1", 
                "SHA-256": "43f24850b7b7b7d79c5fa652418518fbdf427e602b1edabe6EXAMPLE-
SHA-256", 
                "SHA-512": 
 "3947382ac2c180ee3f2aba4f8788241527c8db9dfe9f4b039abe9fc560aaf5a1fced7bd1e80a0dca9ce320d95f0864e0dec3ac4f2f7b2b2cbEXAMPLE-
SHA-512" 
            } 
        } 
    ], 
    "package": "my-package", 
    "format": "generic", 
    "namespace": "my-ns", 
    "version": "1.0.0", 
    "versionRevision": "REVISION-SAMPLE-1-C7F4S5E9B772FC"
}
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汎用パッケージアセットのダウンロード
汎用パッケージからアセットをダウンロードするには、get-package-version-assetコマンドを使用
します。詳細については、「パッケージバージョンアセットのダウンロード (p. 61)」を参照してくださ
い。

次の例では、asset.tar.gz1.0.0my-packageパッケージのバージョンから現在の作業ディレクトリに
あるアセットを、asset.tar.gz同じ名前のファイルにダウンロードします。

パッケージバージョンアセットをダウンロードするには

• get-package-version-assetを呼び出して、汎用パッケージからアセットをダウンロードしま
す。

Linux/macOS

aws codeartifact get-package-version-asset --domain my_domain \ 
  --repository my_repo --format generic --namespace my-ns --package my-package \ 
  --package-version 1.0.0 --asset asset.tar.gz \  
   asset.tar.gz

Windows

aws codeartifact get-package-version-asset --domain my_domain ^ 
  --repository my_repo --format generic --namespace my-ns --package my-package ^ 
  --package-version 1.0.0 --asset asset.tar.gz ^ 
   asset.tar.gz

出力は以下のようになります。

{ 
    "assetName": "asset.tar.gz", 
    "packageVersion": "1.0.0", 
    "packageVersionRevision": "REVISION-SAMPLE-1-C7F4S5E9B772FC"
}
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を使用する CodeArtifact と 
CodeBuild

以下のトピックでは、パッケージを CodeArtifact でリポジトリAWS CodeBuildビルドプロジェクト。

トピック
• で npm パッケージを使用する CodeBuild (p. 154)
• で Python パッケージを使用する CodeBuild (p. 155)
• で Maven パッケージを使用する CodeBuild (p. 158)
• を使用する NuGet でパッケージ化する CodeBuild (p. 159)
• 依存関係のキャッシュ (p. 163)

で npm パッケージを使用する CodeBuild
次のステップは、に記載されているオペレーティングシステムでテストされていますに用意されている 
Docker イメージ CodeBuild。

IAM ロールを使用したアクセス許可の設定
これらのステップは、npm パッケージを CodeArtifact に CodeBuild。

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

2. ナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択します。リポジトリの []ロールページで、によって使
用されるロールを編集します CodeBuild ビルドプロジェクト。このロールには、以下のアクセス許可
が必要です。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
      { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ "codeartifact:GetAuthorizationToken", 
                      "codeartifact:GetRepositoryEndpoint", 
                      "codeartifact:ReadFromRepository" 
                      ], 
          "Resource": "*" 
      }, 
      {        
          "Effect": "Allow", 
          "Action": "sts:GetServiceBearerToken", 
          "Resource": "*", 
          "Condition": { 
              "StringEquals": { 
                  "sts:AWSServiceName": "codeartifact.amazonaws.com" 
              } 
          } 
      } 
  ]
}
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Important

あなたも使いたいなら CodeBuild パッケージを公開するに
は、codeartifact:PublishPackageVersionアクセス許可。

詳細については、IAM ユーザーガイド の ロールの変更 を参照してください。

ログインして npm を使う
npm パッケージを以下から使用するには CodeBuildでloginからコマンドを実行するpre-buildあなたの
プロジェクトのbuildspec.yaml設定するにはnpmからパッケージをフェッチするには CodeArtifact。詳
細については、npm を使った認証 (p. 96) を参照してください。

login が正常に実行されたら、build セクションから npm コマンドを実行して npm パッケージをインス
トールできます。

Linux
Note

アップグレードする必要があるのはAWS CLIとpip3 install awscli --upgrade --
user古いものを使用している場合 CodeBuild イメージ。最新のイメージバージョンを使用してい
る場合は、その行を削除できます。

pre_build: 
  commands: 
    - pip3 install awscli --upgrade --user 
    - aws codeartifact login --tool npm --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repo
build: 
  commands: 
    - npm install

Windows
version: 0.2
phases: 
  install: 
    commands: 
      - '[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = "Tls12"; Invoke-WebRequest https://
awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.msi -OutFile $env:TEMP/AWSCLIV2.msi' 
      - Start-Process -Wait msiexec "/i $env:TEMP\AWSCLIV2.msi /quiet /norestart" 
  pre_build: 
    commands: 
      - '&"C:\Program Files\Amazon\AWSCLIV2\aws" codeartifact login --tool npm --
domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo' 
  build: 
    commands: 
      - npm install 
                

で Python パッケージを使用する CodeBuild
次のステップは、に記載されているオペレーティングシステムでテストされていますに用意されている 
Docker イメージ CodeBuild。
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IAM ロールを使用したアクセス許可の設定
これらのステップは、Python パッケージを CodeArtifact に CodeBuild。

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

2. ナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択します。リポジトリの []ロールページで、によって使
用されるロールを編集します CodeBuild ビルドプロジェクト。このロールには、以下のアクセス許可
が必要です。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
      { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ "codeartifact:GetAuthorizationToken", 
                      "codeartifact:GetRepositoryEndpoint", 
                      "codeartifact:ReadFromRepository" 
                      ], 
          "Resource": "*" 
      }, 
      {        
          "Effect": "Allow", 
          "Action": "sts:GetServiceBearerToken", 
          "Resource": "*", 
          "Condition": { 
              "StringEquals": { 
                  "sts:AWSServiceName": "codeartifact.amazonaws.com" 
              } 
          } 
      } 
  ]
}

Important

あなたも使いたいなら CodeBuild パッケージを公開するに
は、codeartifact:PublishPackageVersionアクセス許可。

詳細については、IAM ユーザーガイド の ロールの変更 を参照してください。

ログインして pip または twine を使う
Pythonパッケージをから使用するには CodeBuildで、loginからコマンドを実行するpre-buildあ
なたのプロジェクトのbuildspec.yaml設定するファイルpipからパッケージをフェッチするには 
CodeArtifact。詳細については、「PythonCodeArtifact での使用 (p. 108)」を参照してください。

login が正常に実行されたら、build セクションから pip コマンドを実行して Python パッケージをイン
ストールまたは公開できます。

Linux
Note

アップグレードする必要があるのはAWS CLIとpip3 install awscli --upgrade --
user古いものを使用している場合 CodeBuild イメージ。最新のイメージバージョンを使用してい
る場合は、その行を削除できます。
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pip を使用して Python パッケージをインストールするには:

pre_build: 
  commands: 
    - pip3 install awscli --upgrade --user 
    - aws codeartifact login --tool pip --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repo
build: 
  commands: 
    - pip install requests

twine を使用して Python パッケージを公開するには:

pre_build: 
  commands: 
    - pip3 install awscli --upgrade --user 
    - aws codeartifact login --tool twine --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repo
build: 
  commands: 
    - twine upload --repository codeartifact mypackage

Windows
pip を使用して Python パッケージをインストールするには:

version: 0.2
phases: 
  install: 
    commands: 
      - '[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = "Tls12"; Invoke-WebRequest https://
awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.msi -OutFile $env:TEMP/AWSCLIV2.msi' 
      - Start-Process -Wait msiexec "/i $env:TEMP\AWSCLIV2.msi /quiet /norestart" 
  pre_build: 
    commands: 
      - '&"C:\Program Files\Amazon\AWSCLIV2\aws" codeartifact login --tool pip --
domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo' 
  build: 
    commands: 
      - pip install requests

twine を使用して Python パッケージを公開するには:

version: 0.2
phases: 
  install: 
    commands: 
      - '[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = "Tls12"; Invoke-WebRequest https://
awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.msi -OutFile $env:TEMP/AWSCLIV2.msi' 
      - Start-Process -Wait msiexec "/i $env:TEMP\AWSCLIV2.msi /quiet /norestart" 
  pre_build: 
    commands: 
      - '&"C:\Program Files\Amazon\AWSCLIV2\aws" codeartifact login --tool twine --
domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo' 
  build: 
    commands: 
      - twine upload --repository codeartifact mypackage
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で Maven パッケージを使用する CodeBuild
IAM ロールを使用したアクセス許可の設定
これらのステップは、Maven パッケージを CodeArtifact に CodeBuild。

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

2. ナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択します。リポジトリの []ロールページで、によって使
用されるロールを編集します CodeBuild ビルドプロジェクト。このロールには、以下のアクセス許可
が必要です。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
      { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ "codeartifact:GetAuthorizationToken", 
                      "codeartifact:GetRepositoryEndpoint", 
                      "codeartifact:ReadFromRepository" 
                      ], 
          "Resource": "*" 
      }, 
      {        
          "Effect": "Allow", 
          "Action": "sts:GetServiceBearerToken", 
          "Resource": "*", 
          "Condition": { 
              "StringEquals": { 
                  "sts:AWSServiceName": "codeartifact.amazonaws.com" 
              } 
          } 
      } 
  ]
}

Important

あなたも使いたいなら CodeBuild パッケージを公開する
には、codeartifact:PublishPackageVersionそし
てcodeartifact:PutPackageMetadataアクセス許可。

詳細については、IAM ユーザーガイド の ロールの変更 を参照してください。

gradle または mvn を使用する
Maven パッケージをgradleまたはmvnを格納する CodeArtifact で説明されているように、環境変数内の
認証トークン認証トークンを環境変数に渡す (p. 192)。次に例を示します。

Note

アップグレードする必要があるのはAWS CLIとpip3 install awscli --upgrade --
user古いものを使用している場合 CodeBuild イメージ。最新のイメージバージョンを使用してい
る場合は、その行を削除できます。

pre_build: 
  commands: 
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    - pip3 install awscli --upgrade --user 
    - export CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN=`aws codeartifact get-authorization-token --
domain my_domain --domain-owner 111122223333 --query authorizationToken --output text`

Gradle を使用するには:

あなたが参照した場合CODEARTIFACT_AUTH_TOKENあなたのGradleの変数build.gradleで説明さ
れているファイルを使用する CodeArtifact Gradle で (p. 115)では、Gradle ビルドをbuildspec.yaml
buildセクションに追加します。

build: 
  commands: 
    - gradle build

mvn を使用するには:

Maven 設定ファイルを設定する必要があります (settings.xmlそしてpom.xml「」の指示に従って、を
使用する CodeArtifact mvn で (p. 121)。

を使用する NuGet でパッケージ化する CodeBuild
次のステップは、に記載されているオペレーティングシステムでテストされていますに用意されている 
Docker イメージ CodeBuild。

トピック
• IAM ロールを使用したアクセス許可の設定 (p. 159)
• 消費 NuGet パッケージ (p. 160)
• でビルド NuGet パッケージ (p. 161)
• 公開 NuGet パッケージ (p. 162)

IAM ロールを使用したアクセス許可の設定
これらのステップは、を使用する場合に必要です。 NuGet からのパッケージ CodeArtifact に CodeBuild。

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

2. ナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択します。リポジトリの []ロールページで、によって使
用されるロールを編集します CodeBuild ビルドプロジェクト。このロールには、以下のアクセス許可
が必要です。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
      { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ "codeartifact:GetAuthorizationToken", 
                      "codeartifact:GetRepositoryEndpoint", 
                      "codeartifact:ReadFromRepository" 
                      ], 
          "Resource": "*" 
      }, 
      {        
          "Effect": "Allow", 
          "Action": "sts:GetServiceBearerToken", 
          "Resource": "*", 
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          "Condition": { 
              "StringEquals": { 
                  "sts:AWSServiceName": "codeartifact.amazonaws.com" 
              } 
          } 
      } 
  ]
}

Important

あなたも使いたいなら CodeBuild パッケージを公開するに
は、codeartifact:PublishPackageVersionアクセス許可。

詳細については、IAM ユーザーガイド の ロールの変更 を参照してください。

消費 NuGet パッケージ
をコンシューマー NuGet からのパッケージ CodeBuildで、次のものをプロジェクトのに含めま
すbuildspec.yamlファイルを開きます。

1. 左installセクションで、 CodeArtifact 次のようなコマンドラインツールを設定する認証情報プロバイ
ダmsbuildそしてdotnetパッケージをビルドして公開するには CodeArtifact。

2. 左pre-buildセクションで、 CodeArtifact へのリポジトリ NuGet の設定

次のbuildspec.yaml 例を参照してください。詳細については、「を使用するCodeArtifactと
NuGet (p. 139)」を参照してください。

認証情報プロバイダーがインストールされ、リポジトリソースが追加されたら、 NuGet の CLI ツールコマ
ンドbuild消費するセクション NuGet パッケージ化する。

Linux
をコンシューマー NuGet によって使用されるパッケージdotnet:

version: 0.2

phases: 
  install: 
    runtime-versions: 
      dotnet: latest 
    commands: 
      - export PATH="$PATH:/root/.dotnet/tools" 
      - dotnet tool install -g AWS.CodeArtifact.NuGet.CredentialProvider 
      - dotnet codeartifact-creds install 
  pre_build: 
    commands: 
      -  dotnet nuget add source -n codeartifact $(aws codeartifact get-repository-endpoint 
 --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format nuget --query 
 repositoryEndpoint --output text)"v3/index.json" 
  build: 
    commands: 
      - dotnet add packageName --source packageSourceName

Windows
をコンシューマー NuGet によって使用されるパッケージdotnet:
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version: 0.2

phases: 
  install: 
    commands: 
      - dotnet tool install -g AWS.CodeArtifact.NuGet.CredentialProvider 
      - dotnet codeartifact-creds install 
  pre_build: 
    commands: 
      - dotnet nuget add source -n codeartifact "$(aws codeartifact get-repository-endpoint 
 --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format nuget --query 
 repositoryEndpoint --output text)v3/index.json" 
  build: 
    commands: 
      - dotnet add packageName --source packageSourceName

でビルド NuGet パッケージ
で構築するには NuGet からのパッケージ CodeBuildで、次のものをプロジェクトのに含めま
すbuildspec.yamlファイルを開きます。

1. 左installセクションで、 CodeArtifact 次のようなコマンドラインツールを設定する認証情報プロバイ
ダmsbuildそしてdotnetパッケージをビルドして公開するには CodeArtifact。

2. 左pre-buildセクションで、 CodeArtifact へのリポジトリ NuGet の設定

次のbuildspec.yaml 例を参照してください。詳細については、「を使用するCodeArtifactと
NuGet (p. 139)」を参照してください。

認証情報プロバイダーがインストールされ、リポジトリソースが追加されたら、 NuGet CLI ツールコマン
ドのようなdotnet buildからのbuildセクションに追加します。

Linux
を構築するには NuGet によって使用されるパッケージdotnet:

version: 0.2

phases: 
  install: 
    runtime-versions: 
      dotnet: latest 
    commands: 
      - export PATH="$PATH:/root/.dotnet/tools" 
      - dotnet tool install -g AWS.CodeArtifact.NuGet.CredentialProvider 
      - dotnet codeartifact-creds install 
  pre_build: 
    commands: 
      -  dotnet nuget add source -n codeartifact $(aws codeartifact get-repository-endpoint 
 --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format nuget --query 
 repositoryEndpoint --output text)"v3/index.json" 
  build: 
    commands: 
      - dotnet build

を構築するには NuGet によって使用されるパッケージmsbuild:

version: 0.2

phases: 
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  install: 
    runtime-versions: 
      dotnet: latest 
    commands: 
      - export PATH="$PATH:/root/.dotnet/tools" 
      - dotnet tool install -g AWS.CodeArtifact.NuGet.CredentialProvider 
      - dotnet codeartifact-creds install 
  pre_build: 
    commands: 
      - dotnet nuget add source -n codeartifact $(aws codeartifact get-repository-endpoint 
 --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format nuget --query 
 repositoryEndpoint --output text)"v3/index.json" 
  build: 
    commands: 
      - msbuild -t:Rebuild -p:Configuration=Release

Windows
を構築するには NuGet によって使用されるパッケージdotnet:

version: 0.2

phases: 
  install: 
    commands: 
      - dotnet tool install -g AWS.CodeArtifact.NuGet.CredentialProvider 
      - dotnet codeartifact-creds install 
  pre_build: 
    commands: 
      - dotnet nuget add source -n codeartifact "$(aws codeartifact get-repository-endpoint 
 --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format nuget --query 
 repositoryEndpoint --output text)v3/index.json" 
  build: 
    commands: 
      - dotnet build

を構築するには NuGet によって使用されるパッケージmsbuild:

version: 0.2

phases: 
  install: 
    commands: 
      - dotnet tool install -g AWS.CodeArtifact.NuGet.CredentialProvider 
      - dotnet codeartifact-creds install 
  pre_build: 
    commands: 
      - dotnet nuget add source -n codeartifact "$(aws codeartifact get-repository-endpoint 
 --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format nuget --query 
 repositoryEndpoint --output text)v3/index.json" 
  build: 
    commands: 
      - msbuild -t:Rebuild -p:Configuration=Release

公開 NuGet パッケージ
発行するには NuGet からのパッケージ CodeBuildで、次のものをプロジェクトのに含めま
すbuildspec.yamlファイルを開きます。

1. 左installセクションで、 CodeArtifact 次のようなコマンドラインツールを設定する認証情報プロバイ
ダmsbuildそしてdotnetパッケージをビルドして公開するには CodeArtifact。
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2. 左pre-buildセクションで、 CodeArtifact へのリポジトリ NuGet の設定

次のbuildspec.yaml 例を参照してください。詳細については、「を使用するCodeArtifactと
NuGet (p. 139)」を参照してください。

認証情報プロバイダーがインストールされ、リポジトリソースが追加されたら、 NuGet の CLI ツールコマ
ンドbuildセクションを開き、 NuGet パッケージ化する。

Linux
発行するには NuGet によって使用されるパッケージdotnet:

version: 0.2

phases: 
  install: 
    runtime-versions: 
      dotnet: latest 
    commands: 
      - export PATH="$PATH:/root/.dotnet/tools" 
      - dotnet tool install -g AWS.CodeArtifact.NuGet.CredentialProvider 
      - dotnet codeartifact-creds install 
  pre_build: 
    commands: 
      - dotnet nuget add source -n codeartifact $(aws codeartifact get-repository-endpoint 
 --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format nuget --query 
 repositoryEndpoint --output text)"v3/index.json" 
  build: 
    commands: 
      - dotnet pack -o . 
      - dotnet nuget push *.nupkg -s codeartifact 

Windows
発行するには NuGet によって使用されるパッケージdotnet:

version: 0.2

phases: 
  install: 
    commands: 
      - dotnet tool install -g AWS.CodeArtifact.NuGet.CredentialProvider 
      - dotnet codeartifact-creds install 
  pre_build: 
    commands: 
      - dotnet nuget add source -n codeartifact "$(aws codeartifact get-repository-endpoint 
 --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format nuget --query 
 repositoryEndpoint --output text)v3/index.json" 
  build: 
    commands: 
      - dotnet pack -o . 
      - dotnet nuget push *.nupkg -s codeartifact 

依存関係のキャッシュ
ローカルキャッシュはで有効にできます CodeBuild フェッチする必要がある依存関係の数を減らす 
CodeArtifact ビルドごとに。詳細については、AWS CodeBuildユーザーガイド の AWS CodeBuild で
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キャッシュを構築する を参照してください。カスタムローカルキャッシュを有効にしたら、キャッシュ
ディレクトリをプロジェクトの buildspec.yaml ファイルに追加します。

例えば、mvn を使用している場合は、次のようにします。

cache: 
  paths: 
    - '/root/.m2/**/*'

その他のツールについては、次の表に示すキャッシュフォルダを使用します。

ツール キャッシュディレクトリ

mvn /root/.m2/**/*

gradle /root/.gradle/caches/**/*

pip /root/.cache/pip/**/*

npm /root/.npm/**/*

nuget /root/.nuget/**/*

yarn (classic) /root/.cache/yarn/**/*
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CodeArtifact イベントでの作業
CodeArtifact は EventBridge、 CodeArtifact リポジトリの変更などのイベントに自動で対応するサービス 
Amazon と統合されています。イベントのルールを作成し、イベントがルールに一致したときの動作を設
定できます。 EventBridge 以前は、 CloudWatch Events と呼ばれていました。

イベントをトリガーとして、以下のアクションを実行できます。

• AWS Lambda 関数の呼び出し。
• AWS Step Functions ステートマシンのアクティブ化。
• Amazon SNS トピックまたは Amazon SQS キューの通知。
• AWS CodePipeline でパイプラインを起動する。

CodeArtifact パッケージバージョンが作成、変更または削除された際に、イベントを作成します。以下
は、 CodeArtifact イベントの例です。

• 新しいパッケージバージョンを公開する (例えば、npm publish を実行する)。
• 既存のパッケージバージョンに新しいアセットを追加する (例えば、新しい JAR ファイルを既存の 

Maven パッケージにプッシュする)。
• copy-package-versions を使用して、あるリポジトリから別のリポジトリにパッケージバージョン

をコピーする。詳細については、「リポジトリ間でのパッケージのコピー (p. 62)」を参照してくださ
い。

• delete-package-versionsを使用してパッケージバージョンを削除します。詳細については、
「パッケージを削除する (p. 67)」を参照してください。

• delete-packageを使用してパッケージバージョンを削除します。削除されたパッケージのバージョン
ごとに 1 つのイベントが公開されます。詳細については、「パッケージを削除する (p. 67)」を参照して
ください。

• アップストリームリポジトリからフェッチされたパッケージバージョンをダウンストリームリポジトリ
に保持する。詳細については、「でアップストリームリポジトリを操作する CodeArtifact (p. 33)」を参
照してください。

• 外部リポジトリからパッケージバージョンをリポジトリに取り込みます。 CodeArtifact 詳細について
は、「 CodeArtifact リポジトリをパブリックリポジトリConnect する (p. 36)」を参照してください。

イベントは、ドメインを所有するアカウントと、リポジトリを管理するアカウントの両方に配信されま
す。例えば、そのアカウント 111111111111 がドメイン my_domain を所有しているとします。アカウ
ント 222222222222 が repo2 という my_domain でリポジトリを作成します。新しいパッケージのバー
ジョンが公開される際はrepo2、 EventBridge 両方のアカウントがイベントを受信します。ドメイン所有
アカウント (111111111111) は、ドメイン内のすべてのリポジトリのイベントを受信します。ひとつのア
カウントがドメインとその中のリポジトリの両方を所有している場合、1 つのイベントのみが配信されま
す。

次のトピックでは、 CodeArtifact イベントの形式について説明します。 CodeArtifactイベントを設定する
方法と、AWS他のサービスでイベントを使用する方法について説明します。詳細については、Amazon 
EventBridge  EventBridge ユーザーガイドの「Amazon を使い始める」を参照してください。

トピック
• CodeArtifact イベント形式と例 (p. 166)
• CodePipelineイベントを使用して実行を開始する (p. 168)
• イベントを使用してLambda 関数を実行するには (p. 169)
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CodeArtifact イベント形式と例
以下は、 CodeArtifact イベントの例です。

CodeArtifact イベント形式
CodeArtifact すべてのイベントには次のフィールドがあります。

イベントフィールド 説明

version (バージョン) イベント形式のバージョン。現在は単一のバー
ジョン、「0」しかありません。

ID イベントに固有の識別子。

detail-type (ディテールタイプ) イベントのタイプ。これにより、detail オブ
ジェクト内のフィールドが決定されます。現在
サポートされているひとつのdetail-type は
CodeArtifact Package Version State 
Change です。

source (ソース) イベントのソース。なぜなら CodeArtifact、そうな
るからですaws.codeartifact。

アカウント イベントを受け取るアカウントのアカウント 
ID。AWS

time (タイム) イベントがトリガーされた正確な時刻。

region (リージョン) イベントがトリガーされたリージョン。

resources (リソース) 変更されたパッケージの ARN を含むリスト。リス
トにはひとつのエントリが含まれています。パッ
ケージ ARN 形式の詳細については、パッケージへ
の書き込みアクセスを許可する (p. 26)を参照して
ください。

domainName (ドメインネーム) パッケージを含むリポジトリを含むドメイン。

domainOwner (ドメインオーナー) AWSドメインの所有者のアカウント ID。

repositoryName (リポジトリネーム) パッケージを含むリポジトリ。

リポジトリ管理者 AWSリポジトリの管理者のアカウント ID。

packageFormat (パッケージフォーマット) イベントをトリガーしたパッケージの形式。

packageNamespace (パッケージネームスペース) イベントをトリガーしたパッケージの名前スペー
ス。

packageName (パッケージネーム) イベントをトリガーしたパッケージの名前。

packageVersion (パッケージバージョン) イベントをトリガーしたパッケージのバージョ
ン。

packageVersionState イベントがトリガーされたときのパッケー
ジバージョンの状態。使用できる値は
Unfinished、Published、Unlisted、Archived
および Disposed です。
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イベントフィールド 説明

packageVersionRevision イベントがトリガーされたときの、パッケー
ジバージョンのアセットとメタデータの状態
をユニークに識別する値。パッケージのバー
ジョンが変更された場合 (例えば、別の JAR 
ファイルを Maven パッケージに追加した場
合)、packageVersionRevision が変わります。

changes.assetsAdded (チェンジズアセットア
ディッド)

イベントをトリガーしたパッケージに追加された
アセットの数。アセットの例としては、Maven 
JAR ファイルやPython ホイールがあります。

changes.assetsRemoved (チェンジズアセットリ
ムーブド)

イベントをトリガーしたパッケージから削除され
たアセットの数。

Changes.assetsUpdated (チェンジズアセットアッ
プデーテッド)

イベントをトリガーしたパッケージ内で変更され
たアセットの数。

changes.metadataUpdated (チェンジズメタデータ
アップデ―テッド)

変更されたパッケージレベルのメタデータがイベ
ントに含まれている場合、trueに設定されたブー
ル値。例えば、あるイベントが Maven pom.xml
ファイルを変更する場合。

changes.statusChanged (チェンジズステータス
チェンジド)

イベントの packageVersionStatus が変更さ
れている場合、trueに設定されたブール値（例え
ば、packageVersionStatus　が Unfinished
から Published に変更するなど)。

operationType (オペレーションタイプ) パッケージのバージョン変更の上位タ
イプについて説明します。指定できる値
は、Created、Updated および Deleted です。

sequenceNumber (シーケンスナンバー) パッケージのイベント番号を指定する整数。パッ
ケージ上の各イベントは、sequenceNumber
を増加させるので、イベントを順次配置するこ
とができます イベントは、任意の整数によって
sequenceNumber を増加させることができます。

Note

EventBridge イベントは順不同で受信され
る場合があります。 sequenceNumberを
使用して、実際の順序を決定できます。

eventDeduplicationId EventBridge 重複イベントを区別するために使用
される ID。まれに、単一のイベントまたはスケ
ジュールされた時刻に対して、 EventBridge 同じ
ルールを複数回トリガーする場合があります。ま
たは、特定のトリガールールに対して、同じター
ゲットを複数回呼び出す場合があります。

CodeArtifact イベントの例
以下は、npm CodeArtifact パッケージの公開時にトリガーされる可能性があるイベントの例です。

{ 
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  "version":"0", 
  "id":"73f03fec-a137-971e-6ac6-07c8ffffffff", 
  "detail-type":"CodeArtifact Package Version State Change", 
  "source":"aws.codeartifact", 
  "account":"123456789012", 
  "time":"2019-11-21T23:19:54Z", 
  "region":"us-west-2", 
  "resources":["arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:package/my_domain/myrepo/npm//
mypackage"], 
  "detail":{ 
    "domainName":"my_domain", 
    "domainOwner":"111122223333", 
    "repositoryName":"myrepo", 
    "repositoryAdministrator":"123456789012", 
    "packageFormat":"npm", 
    "packageNamespace":null, 
    "packageName":"mypackage", 
    "packageVersion":"1.0.0", 
    "packageVersionState":"Published", 
    "packageVersionRevision":"0E5DE26A4CD79FDF3EBC4924FFFFFFFF", 
    "changes":{ 
      "assetsAdded":1, 
      "assetsRemoved":0, 
      "metadataUpdated":true, 
      "assetsUpdated":0, 
      "statusChanged":true 
    }, 
    "operationType":"Created", 
    "sequenceNumber":1, 
    "eventDeduplicationId":"2mEO0A2Ke07rWUTBXk3CAiQhdTXF4N94LNaT/ffffff=" 
  }
}

CodePipelineイベントを使用して実行を開始する
この例では、Amazon EventBridge ルールを設定して、 CodeArtifact リポジトリ内のパッケージバージョ
ンが公開、変更、または削除されたときにAWS CodePipeline実行を開始する方法を説明します。

トピック
• EventBridge権限の設定 (p. 168)
• EventBridgeルールを作成 (p. 168)
• EventBridgeルールターゲットを作成するには (p. 169)

EventBridge権限の設定
CodePipeline 作成したルールを呼び出すには EventBridge 、使用するアクセス許可を追加する必要が
あります。AWS Command Line Interface(AWS CLI) を使用してこれらの権限を追加するには、AWS 
CodePipelineユーザーガイドの「 CloudWatch CodeCommit ソースのイベントルールの作成 (CLI)」の手順
1 に従います。

EventBridgeルールを作成
ルールを作成するには、put-rule コマンドを--name および--event-pattern パラメータとと
もに使用します。イベントパターンは、各イベントの内容と一致する値を指定します。パターンが
イベントと一致すると、ターゲットがトリガーされます。たとえば、次のパターンは、 CodeArtifact
myrepomy_domainドメイン内のリポジトリからのイベントと一致します。
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aws events put-rule --name MyCodeArtifactRepoRule --event-pattern \ 
    '{"source":["aws.codeartifact"],"detail-type":["CodeArtifact Package Version State 
 Change"], 
    "detail":{"domainName":["my_domain"],"domainOwner":["111122223333"],"repositoryName":
["myrepo"]}}'

EventBridgeルールターゲットを作成するには
次のコマンドは、ルールにターゲットを追加して、イベントがルールに一致したときに CodePipeline 実行
を開始する方法を説明します。RoleArn パラメータには、このトピックで先に作成したロールの Amazon 
リソースネーム (ARN) を指定します。

aws events put-targets --rule MyCodeArtifactRepoRule --targets \ 
  'Id=1,Arn=arn:aws:codepipeline:us-west-2:111122223333:pipeline-name, 
  RoleArn=arn:aws:iam::123456789012:role/MyRole'

イベントを使用してLambda 関数を実行するには
この例では、 CodeArtifact リポジトリ内のパッケージバージョンが公開、変更または削除された際に、 
EventBridge AWS Lambda関数を起動するルールを設定する方法について説明します。

詳細については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの「チュートリアル:AWS Lambda EventBridge関
数を使用するスケジュール」を参照してください。

トピック
• EventBridge ルールを作成 (p. 169)
• EventBridge ルールターゲットを作成するには (p. 169)
• EventBridge権限の設定 (p. 170)

EventBridge ルールを作成
Lambda 関数を起動するルールを作成するには、put-rule コマンドを --name および --event-
pattern オプションとともに使用します。次のパターンは、my_domain ドメインの任意のリポジトリの
@types スコープ内にある npm パッケージを指定するものです。

aws events put-rule --name "MyCodeArtifactRepoRule" --event-pattern \ 
  '{"source":["aws.codeartifact"],"detail-type":["CodeArtifact Package Version State 
 Change"], 
  "detail":{"domainName":["my_domain"],"domainOwner":["111122223333"],"packageNamespace":
["types"],"packageFormat":["npm"]}}'

EventBridge ルールターゲットを作成するには
次のコマンドは、イベントがルールに一致したときに Lambda 関数を実行するルールにターゲットを追加
するものです。arn パラメータについては、Lambda 関数の Amazon リソースネーム (ARN) を指定しま
す。

aws events put-targets --rule MyCodeArtifactRepoRule --targets \ 
  Id=1,Arn=arn:aws:lambda:us-west-2:111122223333:function:MyLambdaFunction
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EventBridge権限の設定
add-permission コマンドを使用して、Lambda 関数を呼び出すためのルールに対するアクセス許可を付
与します。--source-arn パラメータについては、この例で先に作成したルールの ARN を指定します。

aws lambda add-permission --function-name MyLambdaFunction \\ 
  --statement-id my-statement-id --action 'lambda:InvokeFunction' \\ 
  --principal events.amazonaws.com \\ 
  --source-arn arn:aws:events:us-west-2:111122223333:rule/MyCodeArtifactRepoRule

170



CodeArtifact CodeArtifact ユーザーガイド
データ保護

セキュリティ CodeArtifact
AWS では、クラウドセキュリティを最優先事項としています。AWS のユーザーは、セキュリティを最も
重視する組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャを利用でき
ます。

セキュリティは、AWS とユーザーの間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティと説明しています。

• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWS コ
ンプライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効
性をテストおよび検証しています。に適用されるコンプライアンスプログラムについて説明します 
CodeArtifact「」を参照してください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。

• クラウド内のセキュリティ - ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。ま
た、ユーザーは、データの機密性、企業要件、および適用法令と規制などのその他要因に対する責任も
担います。

このドキュメントは、を使用する際に共有責任モデルを適用する方法を理解するのに役立ちます 
CodeArtifact。以下のトピックでは、を設定する方法について説明します。 CodeArtifact セキュリティとコ
ンプライアンス目標を達成します。また、のモニタリングや保護に AWS の他のサービスを利用する方法
についても説明します。 CodeArtifact リソースの使用料金を見積もることができます。

トピック
• でのデータ保護AWSCodeArtifact (p. 171)
• の ID とアクセス管理AWSCodeArtifact (p. 172)
• CodeArtifact をモニタリングする (p. 185)
• のコンプライアンス検証AWSCodeArtifact (p. 189)
• AWS CodeArtifact認証とトークン (p. 189)
• AWS CodeArtifact での耐障害性  (p. 193)
• AWS CodeArtifact 内のインフラストラクチャセキュリティ (p. 193)
• 依存関係の置換 (p. 193)

でのデータ保護AWSCodeArtifact
AWShttp://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/ AWS のデータ保護に適用されます
CodeArtifact。このモデルで説明されているように、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行するグロー
バルインフラストラクチャを保護する責任を負います。顧客は、このインフラストラクチャでホストさ
れているコンテンツに対する管理を維持する責任があります。このコンテンツには、使用される AWS の
サービス のセキュリティ構成と管理タスクが含まれます。データプライバシーの詳細については、「デー
タプライバシーのよくある質問」を参照してください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セ
キュリティブログに投稿された「AWS 責任共有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してくださ
い。

データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを
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セットアップすることをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要なアク
セス許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータを保護することをお勧めします。

• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 および TLS 1.3 をお勧めします。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

ションを使用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に

保存されている機密データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証

済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2を参照してください。

顧客の E メールアドレスなどの機密情報は、タグや Name フィールドなどの自由形式のテキストフィー
ルドに格納しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、AWS CLI、または AWS SDK で 
CodeArtifact または他の AWS のサービス を使用する場合も同様です。名前に使用する自由記述のテキス
トフィールドやタグに入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。外部サーバーへ 
URL を供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情報を URL に含めないこ
とを強くお勧めします。

データ暗号化
暗号化は CodeArtifact セキュリティの重要な部分です。一部の暗号化 (転送中のデータの暗号化など) はデ
フォルトで提供されるため、特に操作は必要ありません。その他の暗号化 (保管中のデータの暗号化など) 
については、プロジェクトまたはビルドの作成時に設定できます。

• 保管中のデータの暗号化-CodeArtifact に保存されているすべてのアセットは、AWS KMS keys (KMS 
キー) を使用して暗号化されます。これには、すべてのリポジトリのすべてのパッケージ内のすべての
アセットが含まれます。ドメインごとにひとつのKMSキーを使用して、そのすべてのアセットを暗号化
します。デフォルトでは、AWS マネージド KMS キーが使用されるため、KMS キーを作成する必要は
ありません。必要に応じて、自分で作成し、設定したカスタマーマネージドKMS キーを使うこともでき
ます。詳細については、AWS Key Management Service ユーザーガイド のKMS キーの作成とAWS 鍵管
理サービスの概念を参照してください。ドメインの作成時に、カスタマーマネージドKMS キーを指定で
きます。詳細については、「のドメインの操作CodeArtifact (p. 83)」を参照してください。

• 転送時のデータの暗号化-CodeArtifactCodeArtifact カスタマーとそのダウンストリームの依存関係との間
のすべての通信は、TLS 暗号化を使用して保護されます。

トラフィックのプライバシー
インターフェイス仮想プライベートクラウド (VPC)CodeArtifact エンドポイントを使用するように設定す
ることで、CodeArtifactドメインとその中に含まれるアセットのセキュリティを向上させることができま
す。これを行う場合、インターネットゲートウェイ、NAT デバイス、または、仮想プライベートゲート
ウェイは必要ありません。詳細については、「Amazon VPCエンドポイントの使用 (p. 195)」を参照して
ください。AWS PrivateLinkおよび VPC エンドポイントの詳細については、および「AWSPrivateLink経由
で AWS サービスにアクセスする」を参照してくださいPrivateLink。

の ID とアクセス管理AWSCodeArtifact
AWSCodeArtifactへのアクセスには認証情報が必要です。これらの認証情報には、AWSリソース、ドメ
イン、およびそのリポジトリをアクセスする許可が必要です。以下のセクションでは、AWS Identity and 
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Access Management(IAM)CodeArtifact を使用してリソースに安全にアクセスする方法について説明しま
す。

• 認証 (p. 173)
• アクセスコントロール (p. 174)

認証
AWS には、次のいずれかのタイプのアイデンティティでアクセスできます。

• [AWS アカウントのルートユーザー] – AWS にサインアップする際に、AWS アカウントに関連付けられ
た E メールアドレスとパスワードを提供してください。これらは [ルート認証情報]であり、これらの情
報を使用すると、すべての AWS リソースに完全にアクセスできるようになります。

Important

セキュリティ上の理由から、ルート認証情報は、AWS アカウントへの完全なアクセス許可を
持つIAM ユーザーである管理者ユーザーを作成するためにのみ使用することをお勧めします。
その後、この管理者ユーザーを使用して、制限されたアクセス許可を持つ他の IAM ユーザーと
ロールを作成できます。詳細については、[IAM ユーザーガイド]で[IAM ベストプラクティス]お
よび[管理者ユーザーおよびグループの作成]を参照してください。

• IAM ユーザー — IAM ユーザーとは、カスタム権限 (例えば、ドメインやリポジトリを作成する権限
CodeArtifact) を持つAWSアカウント内の単なるIDです。IAM のユーザー名とパスワードを使って、
AWS Management Console、  [AWS ディスカッションフォーラム]、または [AWS Support センター]な
どの安全な AWS ウェブページにサインインすることができます。

ユーザー名とパスワードに加えて、各ユーザーのアクセスキーを作成することもできます。これらの
キーは、AWS[AWS SDK のひとつ] または  (AWS Command Line Interface)AWS CLI を使って、プログ
ラムでサービスにアクセスするときに使用できます。AWS SDK と AWS CLI ツールでは、アクセスキー
を使用してリクエスト暗号署名を行います。AWS ツールを使用しない場合は、リクエストに自分で署名
する必要があります。CodeArtifact では、署名バージョン 4 がサポートされています。これは、インバ
ウンド API リクエストを認証するためのプロトコルです。リクエストの認証の詳細については、https:// 
docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/signature-version-4.htmlの「AWS 全般のリファレンス署名バー
ジョン 4 の署名プロセス」を参照してください。

• IAM ロール – [IAM ロール]は IAM ユーザーに似ていますが、特定のユーザーに関連付けられていませ
ん。IAM ロールでは、AWS のサービスおよびリソースにアクセスするために使用できる一時的なアクセ
スキーを取得することができます。IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。
• フェデレーティッドユーザーアクセス – IAM ユーザーを新規作成する代わりに、エンタープライズ

ユーザーディレクトリであるAWS Directory Service、またはウェブアイデンティティプロバイダーか
ら得た既存のユーザーアイデンティティを使用することができます。このようなユーザーは[フェデ
レーティッドユーザー]と呼ばれます。AWS では、[ID プロバイダー]を通じてアクセスがリクエスト
されたとき、フェデレーティッドユーザーにロールを割り当てます。フェデレーティッドユーザーの
詳細については、「IAM User Guide」(IAM ユーザーガイド) の「Federated Users and Roles」(フェ
デレーティッドユーザーとロール) を参照してください。

• [クロスアカウントアクセス] – アカウントの IAM ロールを使用して、アカウントのリソースにアクセ
スするための権限を別の AWS アカウントに付与することができます。この例については、[IAM ユー
ザーガイド]の[チュートリアル: AWS アカウント間の IAM ロールを使用したアクセスの委任]」を参
照してください。リソースベースのポリシーを使用して、ドメインへクロスアカウントアクセスを
付与することもできます。詳細については、「ドメインへのクロスアカウントアクセスを有効にす
る (p. 88)」を参照してください。

• AWS のサービスへのアクセス – アカウントの IAM ロールを使用して、アカウントのリソースにアク
セスするため、 AWS サービスにアクセス許可を付与できます。例えば、Amazon Redshift がお客様
に代わって Amazon S3 バケットにアクセスし、バケットに保存されたデータを Amazon Redshift ク
ラスターにロードすることを許可するロールを作成できます。詳細については、[IAM ユーザーガイ
ド]の[AWS サービスにアクセス権限を委任するロールの作成]を参照してください。
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• Amazon EC2 で実行されるアプリケーション – インスタンスで実行するアプリケーションが、AWS 
API リクエストを行う時に使用するアクセスキーを Amazon EC2 インスタンスに保存する代わり
に、IAM ロールを使用して、これらのアプリケーション用の一時認証情報を管理することができま
す。AWS ロールを Amazon EC2 インスタンスに割り当て、そのロールをすべてのアプリケーション
で使用できるようにするには、インスタンスにアタッチされるインスタンスプロファイルを作成しま
す。インスタンスプロファイルにはロールが含まれ、Amazon EC2 インスタンスで実行されるプログ
ラムは一時認証情報を取得することができます。詳細については、[IAM ユーザーガイド]の [Amazon 
EC2 上のアプリケーションに対するロールの使用]を参照してください。

アクセスコントロール
有効な認証情報があればリクエストを認証できますが、許可を持っていないかぎりAWSCodeArtifact
リソースの作成やアクセスはできません。たとえば、リポジトリの作成、表示、及び削除、またはリ
ソースのリソースへの接続の関連付け、そしてパッケージバージョンの削除にはアクセス許可が必要で
す。CodeArtifact

次のセクションでは、CodeArtifact の許可を管理する方法について説明します。最初に概要のセクション
を読むことをお勧めします。

• AWSCodeArtifactリソースに対する許可の管理の概要 (p. 174)
• アイデンティティベースのポリシーの使用は、アイデンティティベースのポリシーのポリシー

AWSCodeArtifact (p. 177)
• AWSCodeArtifact権限リファレンス (p. 185)

AWSCodeArtifactリソースに対する許可の管理の概要
すべての AWS リソースは AWS アカウントによって所有され、リソースの作成またはアクセスは、許可
のポリシーによって管理されます。アカウント管理者は、IAM アイデンティティ (ユーザー、グループ、
ロール) にアクセス許可ポリシーをアタッチできます。

Note

アカウント管理者 (または管理者ユーザー) は、管理者権限を持つユーザーです。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの[IAM のベストプラクティス]を参照してください。

アクセス許可を付与するときは、アクセス許可を取得するユーザー、アクセスできるリソース、およびそ
れらのリソースに対して実行できるアクションを決定します。

トピック
• AWSCodeArtifactリソースとオペレーション (p. 174)
• リソース所有権について (p. 175)
• リソースへのアクセスの管理 (p. 176)
• ポリシー要素 (アクション、効果、プリンシパル) の指定 (p. 177)
• AWS グローバル条件コンテキストキー (p. 177)

AWSCodeArtifactリソースとオペレーション
ではAWSCodeArtifact、プライマリリソースはドメインです。ポリシーで Amazon リソースネーム (ARN) 
を使用して、ポリシーを適用するリソースを識別します。リポジトリはリソースでもあり、ARN が関連
付けられています。詳細については、の「Amazon リソースネーム (ARN)」を参照してくださいAmazon 
Web Services 全般のリファレンス。

174

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use_switch-role-ec2.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use_switch-role-ec2.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws-arns-and-namespaces.html


CodeArtifact CodeArtifact ユーザーガイド
アクセス管理の概要

リソースタイプ ARN 形式

ドメイン arn:aws:codeartifact:region-ID:account-
ID:domain/my_domain

リポジトリ arn:aws:codeartifact:region-ID:account-
ID:repository/my_domain/my_repo

ネームスペースを持つパッ
ケージ

arn:aws:codeartifact:region-ID:account-
ID:package/my_domain/my_repo/package-
format/namespace/package-name

ネームスペースを持たない
パッケージ

arn:aws:codeartifact:region-ID:account-
ID:package/my_domain/my_repo/package-format//package-
name

すべての CodeArtifact リ
ソース

arn:aws:codeartifact:*

特定の AWS リージョンの
特定アカウントが所有する
すべての CodeArtifact リ
ソース

arn:aws:codeartifact:region-ID:account-ID:*

Note

AWS のほとんどのサービスでは、ARN 内のコロン (:) またはスラッシュ (/) は同じ文字として扱
われます。ただし、CodeArtifact では、リソースパターンとルールで完全一致が使用されます。
イベントパターンの作成時に正しい文字を使用して、リソース内の ARN 構文とそれらの文字が一
致する必要があります。

たとえば、以下のように ARN を使用して、ステートメント内で特定のドメイン ([myDomain]) を指定で
きます。

"Resource": "arn:aws:codeartifact:us-east-2:123456789012:domain/myDomain"

すべてのリソースを指定する場合、または API アクションが ARN をサポートしていない場合は、以下の
要領で、Resource エレメント内でワイルドカード文字 (*) を使用します。

"Resource": "*"

1 つのステートメントで複数のリソースを指定するには、次のように ARN をカンマで区切ります。

"Resource": [ 
  "arn:aws:codeartifact:us-east-2:123456789012:domain/myDomain", 
  "arn:aws:codeartifact:us-east-2:123456789012:domain/myOtherDomain"
]

CodeArtifact には、CodeArtifact リソースを操作するための一連のオペレーションが用意されています。リ
ストについては、「AWSCodeArtifact権限リファレンス (p. 185)」を参照してください。

リソース所有権について
AWS アカウントは、誰がリソースを作成したかにかかわらず、アカウントで作成されたリソースを所有
します。具体的には、リソース所有者は、リソース作成リクエストを認証する プリンシパルエンティティ
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(つまり、ルートアカウント、IAM ユーザー、または IAM ロール) の AWS アカウントです。以下の例は、
これがどのように機能するかを示しています。

• AWS アカウントのルートアカウントの認証情報を使用してルールを作成する場合、AWS アカウントは 
CodeArtifact リソースの所有者です。

• AWSアカウントに IAM ユーザーを作成し、そのユーザーにCodeArtifactリソースを作成するアクセス許
可を付与する場合、CodeArtifactそのユーザーはリソースを作成できます。ただし、ユーザーが属する 
AWS アカウントは CodeArtifact リソースを所有しているとします。

• CodeArtifact リソースを作成するためのアクセス許可を持つ AWS アカウントに IAM ロールを作成する
と、ロールを引き受けることのすべてのユーザーが CodeArtifact リソースを作成できます。ロールが属
する AWS アカウントが CodeArtifact リソースを所有しています。

リソースへのアクセスの管理
アクセスポリシーでは、誰がどのリソースにアクセスできるかを記述します。

Note

このセクションでは、での IAM の使用について説明しますAWSCodeArtifact。これは、IAM サー
ビスに関する詳細情報を取得できません。完全な IAM ドキュメンテーションについては、[IAM 
ユーザーガイド] の [IAM とは] を参照してください。IAM ポリシー構文の詳細と説明について
は、[IAM ユーザーガイド] の [IAM JSON ポリシーのリファレンス]」を参照してください。

IAM アイデンティティにアタッチされているポリシーは、[アイデンティティベース] のポリシー (IAM 
ポリシー) と呼ばれます。リソースに添付されたポリシーは、[リソースベース]のポリシーと呼ばれま
す。CodeArtifactアイデンティティベースのポリシーと (IAM ポリシー) とリソースベースのポリシーの両
方がサポートされています。

アイデンティティベースのポリシー
ポリシーを IAM アイデンティティにアタッチできます。

• アカウントのユーザーまたはグループにアクセス許可ポリシーをアタッチする — ユーザーに、ドメイ
ンやAWSCodeArtifactコンソールのAWSCodeArtifactリソースを表示するアクセス許可を付与するために
は、ユーザーの所属するユーザーまたはグループにアクセス許可ポリシーをアタッチできます。

• 許可ポリシーをロールにアタッチする (クロスアカウントの許可を付与) - ID ベースのアクセス許可ポリ
シーを IAM ロールにアタッチして、クロスアカウントの許可を付与することができます。例えば、アカ
ウント A の管理者は、次のように別の AWS アカウント (例えば、アカウント B) または AWS サービス
にクロスアカウントアクセス許可を付与するロールを作成できます。
1. アカウント A の管理者は、IAM ロールを作成して、アカウント A のリソースにアクセス許可を付与

するロールにアクセス許可ポリシーをアタッチします。
2. アカウント A の管理者は、アカウント B をそのロールを引き受けるプリンシパルとして識別する

ロールに、信頼ポリシーをアタッチします。
3. アカウント B の管理者は、アカウント B の任意のユーザーにロールを引き受けるアクセス許可を委

任できるようになります。これにより、アカウント B のユーザーにアカウント A のリソースの作成
とアクセスが許可されます。AWS サービスのアクセス許可を付与してロールを引き受けさせたい場
合は、信頼ポリシー内のプリンシパルも、AWS サービスのプリンシパルである必要があります。

IAM を使用したアクセス権限の委任の詳細については、 [IAM ユーザーガイド] の [アクセス管理] を参照
してください。

でCodeArtifact、アイデンティティベースのポリシーは、アーティファクト管理に関連するリソースに対す
るアクセス許可を管理するために使用されます。たとえば、ドメインへのアクセスを制御できます。

アカウントのユーザーがアクセスを許可される通話とリソースを制限する IAM ポリシーを作成し、IAM 
ユーザーにそれらのポリシーを添付できます。IAM ロールを作成する方法、およびの IAM ポリシーステー
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トメントの例を調べる方法の詳細についてはCodeArtifact、を参照してくださいAWSCodeArtifactリソース
に対する許可の管理の概要 (p. 174)。

ポリシー要素 (アクション、効果、プリンシパル) の指定
サービスは、AWSCodeArtifactリソースごとにリソースごとに一連の API オペレーションを定義します。
こうした API オペレーションへの許可を付与するために、CodeArtifact はポリシーに定義できる一連のア
クションを定義します。一部の API オペレーションは、API オペレーションを実行するために複数のア
クションに対するアクセス許可を要求できます。詳細については、AWSCodeArtifactリソースとオペレー
ション (p. 174)およびAWSCodeArtifact権限リファレンス (p. 185)を参照してください。

以下は、基本的なポリシーの要素です。

• リソース - Amazon リソースネーム (ARN) を使用して、ポリシーを適用するリソースを識別します。
• アクション – アクションのキーワードを使用して、許可または拒否するリソースオペレーションを識別

します。たとえば、codeartifact:DeleteDomain; 許可は、DeleteDomain オペレーションを実行
する許可をユーザーに与えます。

• 効果 - ユーザーがアクションをリクエストする際の効果を指定します。許可または拒否のいずれかにな
ります。リソースへのアクセスを明示的に許可していない場合、アクセスは暗黙的に拒否されます。リ
ソースへのアクセスを明示的に拒否することもできます。これは、別のポリシーでアクセスが許可され
ている場合でも、ユーザーがリソースにアクセスできないようにするために行います。

• プリンシパル - アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) では、ポリシーが添付されている
ユーザーが暗黙のプリンシパルとなります。リソースベースのポリシーでは、権限を受け取りたいユー
ザー、アカウント、サービス、またはその他のエンティティを指定します。

IAM ポリシーの構文と記述の詳細については、[IAM ユーザーガイド] の [AWS IAM ポリシーの参照]を参照
してください。

すべての CodeArtifact API アクションとそれらが適用されるリソースの表については、
「AWSCodeArtifact権限リファレンス (p. 185)」を参照してください。

AWS グローバル条件コンテキストキー
AWSCodeArtifactでは以下のAWSグローバル条件コンテキストキーがサポートされていません:

• リファラー
• UserAgent

条件キーの詳細については、[AWS グローバル条件コンテキストキー] を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーの使用は、
アイデンティティベースのポリシーのポリシー
AWSCodeArtifact
このトピックでは、アカウント管理者が IAM ID (ユーザー、グループ、ロール) にアクセス許可ポリシーを
アタッチし、それによって、AWSCodeArtifactリソースに対してオペレーションを実行するアクセス許可
を付与する方法を示すアイデンティティベースのポリシーの例を示します。

Important

初めに、CodeArtifact リソースへのアクセスを管理するための基本概念と、使用可能なオプ
ションについて説明する概要トピックをお読みになることをお勧めします。詳細については、
「AWSCodeArtifactリソースに対する許可の管理の概要 (p. 174)」を参照してください。
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トピック
• ポリシーの例 (p. 178)
• AWSCodeArtifactコンソールの使用に必要な権限 (p. 179)
• の AWS マネージド (定義済み) ポリシーAWSCodeArtifact (p. 180)
• 認証トークンの期間の制限 (p. 181)

ポリシーの例
次の IAM ポリシー例では、CodeArtifact特定のアクションとリソースへのアクセスを提供します。一部の
ポリシーには、GetAuthorizationToken APIの呼び出しに必要なsts:GetServiceBearerTokenアク
セス許可が含まれます。

リポジトリやドメインに関する情報の取得をユーザーに許可する

以下のポリシーは、IAM ユーザーまたはロールが、ドメイン、リポジトリ、パッケージ、アセットな
ど、CodeArtifactあらゆるタイプのリソースをリストおよび記述できるようにするものです。ポリシーに
は、codeArtifact:ReadFromRepositoryCodeArtifactプリンシパルがリポジトリからパッケージを取
得できるようにするアクセス許可も含まれます。新しいドメインやリポジトリの作成は許可せず、新しい
パッケージの公開も許可しません。

GetAuthorizationTokenAPIを呼び出すに
は、codeartifact:GetAuthorizationTokenとsts:GetServiceBearerTokenへのアクセス許可が
必要です。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
      { 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": [ 
            "codeartifact:List*", 
            "codeartifact:Describe*", 
            "codeartifact:Get*", 
            "codeartifact:Read*" 
         ], 
         "Resource": "*"       
      }, 
      { 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": "sts:GetServiceBearerToken", 
         "Resource": "*", 
         "Condition": { 
            "StringEquals": { 
               "sts:AWSServiceName": "codeartifact.amazonaws.com" 
            } 
         } 
      } 
   ]
}

特定のドメインに関する情報の取得をユーザーに許可する

us-east-2リージョンにあり、123456789012 のアカウントで、名前が my で始まるドメインについて
の情報のみをユーザーがリストアップすることを許可するアクセス許可ポリシーの例を次に示します。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
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   "Statement": [ 
      { 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": "codeartifact:ListDomains", 
         "Resource": "arn:aws:codeartifact:us-east-2:123456789012:domain/my*"       
      } 
   ]
}

特定のリポジトリに関する情報の取得をユーザーに許可する

testで終わるリポジトリ及びそれに含まれるパッケージに関する情報をユーザーが取得できるようにする
アクセス許可ポリシーの例を以下に示します。ユーザーは、リソースを発行したり、作成したり、削除す
ることができなくなります。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
      { 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": [ 
            "codeartifact:List*", 
            "codeartifact:Describe*", 
            "codeartifact:Get*", 
            "codeartifact:Read*" 
         ], 
         "Resource": "arn:aws:codeartifact:*:*:repository/*/*test"       
      }, 
      { 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": [ 
            "codeartifact:List*", 
            "codeartifact:Describe*" 
         ], 
         "Resource": "arn:aws:codeartifact:*:*:package/*/*test/*/*/*"    
      }, 
      { 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": "sts:GetServiceBearerToken", 
         "Resource": "*", 
         "Condition": { 
            "StringEquals": { 
               "sts:AWSServiceName": "codeartifact.amazonaws.com" 
            } 
         } 
      }, 
      { 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": "codeartifact:GetAuthorizationToken", 
         "Resource": "*" 
      } 
   ]
}

AWSCodeArtifactコンソールの使用に必要な権限
AWSCodeArtifactコンソールを使用するユーザーは、他のAWSリソースをAWSアカウントで記述できる、
最小限のアクセス許可を持っている必要があります。次のサービスからのアクセス許可を持っている必要
があります。

• AWS CodeArtifact
• AWS Key Management Service (AWS KMS)
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これらの最小限必要なアクセス許可よりも制限された IAM ポリシーを作成している場合、コンソールは意
図したとおりには機能しません。

の AWS マネージド (定義済み) ポリシーAWSCodeArtifact
AWS は、AWS によって作成され管理されるスタンドアロンの IAM ポリシーを提供することで、多くの
一般的ユースケースに対応します。これらの AWS 管理ポリシーでは、一般的なユースケースに必要な
アクセス許可が自動的に付与されるため、どのアクセス許可が必要かの判断は不要です。詳細について
は、「IAM ユーザーガイド」の「AWS Managed Policies」(AWS 管理ポリシー) を参照してください。

AWSアカウントのユーザーにアタッチ可能な以下の管理ポリシーは、アカウントのユーザーへのアタッチ
が可能であり、に固有のものですAWSCodeArtifact。

• AWSCodeArtifactAdminAccess—CodeArtifactCodeArtifact ドメインを管理する権限を含むフルアク
セスを提供します。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
      { 
         "Action": [ 
            "codeartifact:*" 
         ], 
         "Effect": "Allow", 
         "Resource": "*" 
      }, 
      { 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": "sts:GetServiceBearerToken", 
         "Resource": "*", 
         "Condition": { 
            "StringEquals": { 
               "sts:AWSServiceName": "codeartifact.amazonaws.com" 
            } 
         } 
      } 
   ]
}

• [AWSCodeArtifactReadOnlyAccess] – CodeArtifact への読み取り専用アクセスを許可します。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
      { 
         "Action": [ 
            "codeartifact:Describe*", 
            "codeartifact:Get*", 
            "codeartifact:List*", 
            "codeartifact:ReadFromRepository" 
         ], 
         "Effect": "Allow", 
         "Resource": "*" 
      }, 
      { 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": "sts:GetServiceBearerToken", 
         "Resource": "*", 
         "Condition": { 
            "StringEquals": { 
               "sts:AWSServiceName": "codeartifact.amazonaws.com" 
            } 
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         } 
      }   
   ]
}

CodeArtifact サービスロールを作成して管理するには、IAMFullAccess という名前の AWS 管理ポリ
シーをアタッチする必要があります。

独自のカスタム IAM ポリシーを作成して、CodeArtifact アクションとリソースのための権限を許可するこ
ともできます。これらのカスタムポリシーは、それらのアクセス許可が必要な IAM ユーザーまたはグルー
プにアタッチできます。

認証トークンの期間の制限
ユーザーが、パッケージバージョンを公開または使用するにはCodeArtifact、認証トークンを使用して認証
する必要があります。認証トークンは、設定された有効期間中にのみ有効です。トークンの有効期間はデ
フォルトで 12 時間となっています。認証レスポンスの詳細については、「AWS CodeArtifact認証とトー
クン (p. 189)」を参照してください。

トークンを取得するときに、ユーザーはトークンの有効期間を設定できます。認証トークンの有効期間の
有効値は、0、および900(15 分)と43200 (12 時間)の間の任意の数値です。0の値は、ユーザーのロールの
一時的な認証情報に等しい期間を持つトークンを作成します。

管理者は、ユーザーまたはグループに付与されたアクセス許可ポリシーのsts:DurationSeconds条件
キーを使用して、認証トークンの有効期間中の有効値を制限することができます。有効値以外の有効期間
を持つ認証トークンをユーザーが作成しようとすると、トークンの作成は失敗します。

次のポリシー例では、CodeArtifactユーザーによって作成された認証トークンの有効期間を制限していま
す。

ポリシー例:トークンの有効期間を 12 時間 (43200 秒) ちょうどに制限する

このポリシーを使用すると、ユーザーは有効期間が 12 時間の認証トークンしか作成することができませ
ん。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "codeartifact:*", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "sts", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:GetServiceBearerToken", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "NumericEquals": { 
                    "sts:DurationSeconds": 43200 
                }, 
                "StringEquals": { 
                    "sts:AWSServiceName": "codeartifact.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
    ]
} 
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ポリシー例:トークンの有効期間を 15 分から 1 時間、またはユーザーの一時的な認証情報期間と等しい時
間に制限する

このポリシーにより、ユーザーは 15 分から 1 時間の間で有効なトークンを作成することができます。ま
た、ユーザーは、--durationSecondsに対して0を指定することで、ロールの一時的な認証情報の有効
期間を保持するトークンを作成することもできます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "codeartifact:*", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "sts", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:GetServiceBearerToken", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "NumericLessThanEquals": { 
                    "sts:DurationSeconds": 3600 
                }, 
                "StringEquals": { 
                    "sts:AWSServiceName": "codeartifact.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
    ]
} 
            

タグを使用した CodeArtifact リソースへのアクセスの
コントロール
IAM ユーザーポリシーステートメントの条件は、CodeArtifactアクションに必要なリソースへのアクセス
許可を指定するために使用する構文の一部です。条件内でタグを使用することは、リソースとリクエスト
へのアクセスをコントロールするひとつの方法です。CodeArtifact リソースのタグ付けについては、「リ
ソースのタグ付け (p. 203)」を参照してください。このトピックでは、タグベースのアクセスコントロー
ルについて説明します。

IAM ポリシーの設計時に特定のリソースへのアクセス権を付与することで、詳細なアクセス許可を設定で
きます。管理するリソースの数が増えるに従って、このタスクはより困難になります。リソースにタグ付
けしてポリシーステートメント条件でタグを使用することにより、このタスクをより容易にすることがで
きます。特定のタグを使用して任意のリソースへのアクセス権を一括して付与します。次に、作成時や以
降の段階で、このタグを関連リソースに繰り返し適用します。

タグは、リソースにアタッチするか、タグ付けをサポートするサービスへのリクエストに渡すことができ
ます。CodeArtifact では、リソースにタグを付けることができ、一部のアクションにタグを含めることが
できます。IAM ポリシーを作成するときに、タグ条件キーを使用して以下をコントロールできます。

• どのユーザーがドメインやリポジトリのリソースに対してアクションを実行できるか、既に付けられて
いるタグに基づいて表示します。

• どのタグをアクションのリクエストで渡すことができるか。
• リクエストで特定のタグキーを使用できるかどうか。
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タグ条件キーの完全な構文と意味については、[IAM ユーザーガイド]の [タグを使用したアクセスコント
ロール]」を参照してください。

次の例は、CodeArtifact ユーザー用のポリシーでタグ条件を指定する方法を示しています。

Example 1: リクエストのタグに基づいてアクションを制限する

AWSCodeArtifactAdminAccess マネージドユーザーポリシーは、すべてのリソースに対して任意の 
CodeArtifact アクションを実行する無制限のアクセス許可をユーザーに付与します。

次のポリシーでは、リクエストに特定のタグが含まれていない限り、この権限を制限し、未認証のユー
ザーに対してリポジトリを作成するアクセス許可を拒否します。そのために、1 または 2 の値のいずれか
を持つ costcenter という名前のタグをこのリクエストが指定していない場合、CreateRepository ア
クションを拒否します。お客様の管理者は、未認証の IAM ユーザーには、マネージドユーザーポリシーに
加えて、この IAM ポリシーを添付する必要があります。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": "codeartifact:CreateRepository", 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "Null": { 
          "aws:RequestTag/costcenter": "true" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": "codeartifact:CreateRepository", 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
          "ForAnyValue:StringNotEquals": { 
              "aws:RequestTag/costcenter": [ 
                  "1", 
                  "2" 
              ] 
          } 
      } 
  } 
  ]
}

Example 2: リソースタグに基づいてアクションを制限する

AWSCodeArtifactAdminAccess マネージドユーザーポリシーは、すべてのリソースに対して任意の 
CodeArtifact アクションを実行する無制限のアクセス許可をユーザーに付与します。

次のポリシーでは、この権限を制限し、未認証のユーザーが指定したリポジトリに対してアクションを実
行するアクセス許可を拒否します。そのために、Value1 または Value2 の値のいずれかを持つ Key1 と
いう名前のタグをこのリソースが持つ場合、一部のアクションを拒否します。(このaws:ResourceTag
条件キーを使用して、それらのリソースのタグに基づいて、このリソースへのアクセスをコントロール
します)。お客様の管理者は、未認証の IAM ユーザーには、マネージドユーザーポリシーに加えて、この 
IAM ポリシーを添付する必要があります。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Deny", 
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      "Action": [ 
        "codeartifact:TagResource", 
        "codeartifact:UntagResource", 
        "codeartifact:DescribeDomain", 
        "codeartifact:DescribeRepository", 
        "codeartifact:PutDomainPermissionsPolicy", 
        "codeartifact:PutRepositoryPermissionsPolicy", 
        "codeartifact:ListRepositoriesInDomain", 
        "codeartifact:UpdateRepository", 
        "codeartifact:ReadFromRepository", 
        "codeartifact:ListPackages", 
        "codeartifact:ListTagsForResource" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:ResourceTag/Key1": ["Value1", "Value2"] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Example 3: リソースタグに基づいてアクションを許可する

次のポリシーは、のリポジトリやパッケージについてアクションを実行し、CodeArtifact情報を取得するア
クセス許可をユーザーに付与します。

そのために、Value1 という値を持つ Key1 という名前のタグをこのリポジトリが持つ場合に、特定のア
クションを許可します。(この aws:RequestTag 条件キーを使用して、IAM リクエストで渡すことができ
るタグをコントロールします)。aws:TagKeys 条件は、タグキーの大文字と小文字を区別します。このポ
リシーは、AWSCodeArtifactAdminAccess マネージドユーザーポリシーが添付されていない IAM ユー
ザーに便利です。管理ポリシーは、すべてのリソースに対して任意の CodeArtifact アクションを実行する
無制限のアクセス許可をユーザーに付与します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "codeartifact:UpdateRepository", 
        "codeartifact:DeleteRepository", 
        "codeartifact:ListPackages", 
        "codeartifact:ListPackageVersions" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:ResourceTag/Key1": "Value1" 
        }, 
        "ForAllValues:StringEquals": { 
          "aws:TagKeys": ["Key1"] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Example 4: リクエストのタグに基づいてアクションを許可する

次のポリシーでは、CodeArtifactの指定されたドメインにリポジトリを作成するアクセス許可をユーザーに
付与します。
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そのために、Value1 という値を持つ Key1 という名前のタグをこのリクエストのリソース作成 API 
が指定する場合に、CreateRepository アクションと TagResource アクションを許可します。
(この aws:RequestTag 条件キーを使用して、IAM リクエストで渡すことができるタグをコント
ロールします)。aws:TagKeys 条件は、タグキーの大文字と小文字を区別します。このポリシー
は、AWSCodeArtifactAdminAccess マネージドユーザーポリシーが添付されていない IAM ユーザーに
便利です。管理ポリシーは、すべてのリソースに対して任意の CodeArtifact アクションを実行する無制限
のアクセス許可をユーザーに付与します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "codeartifact:CreateRepository", 
        "codeartifact:TagResource" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:RequestTag/Key1": "Value1" 
        }, 
        "ForAllValues:StringEquals": { 
          "aws:TagKeys": ["Key1"] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

AWSCodeArtifact権限リファレンス
アクセスコントロール (p. 174) をセットアップし、IAM アイデンティティ (アイデンティティベースのポ
リシー) に添付できるアクセス許可ポリシーを作成するときは、以下の表をリファレンスとして使用でき
ます。

AWSAWSCodeArtifactポリシーで全体の条件キーを使用して、を表現できます。表の詳細について
は、[IAM ユーザーガイド]の「IAM JSON ポリシー要素のリファレンス」を参照してください。

アクションは、ポリシーの Action フィールドで指定します。アクションを指定するには、API 
オペレーション名 (例えば、codeartifact: や codeartifact:CreateDomain) の前に
codeartifact:AssociateExternalConnection プレフィックスを使用します。単一のス
テートメントに複数のアクションを指定するには、コンマで区切ります (例えば、"Action": 
[ "codeartifact:CreateDomain", "codeartifact:AssociateExternalConnection" ])。

ワイルドカード文字を使用する

ポリシーの Resource フィールドでリソース値として、ワイルドカード文字 (*) を使用して、また
は使用せずに ARN を指定します。ワイルドカードを使用して複数のアクションまたはリソースを指
定することができます。たとえば、codeartifact:* は、すべての CodeArtifact アクションを指定
し、codeartifact:Describe* は、Describe という単語で始まるすべての CodeArtifact アクションを
指定します。

CodeArtifact をモニタリングする
モニタリングは、AWS CodeArtifactおよび AWS ソリューションの信頼性、可用性、パフォーマンスを維
持する上で重要な役割を果たします。マルチポイント障害が発生した場合は、その障害をより簡単にデ
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バッグできるように、AWS ソリューションのすべての部分からモニタリングデータを収集する必要があり
ます。AWS には、CodeArtifactリソースをモニタリングし、潜在的なインシデントに対応するための以下
のツールが用意されています。

トピック
• AWS CloudTrailによるCodeArtifact API コールのログ記録 (p. 186)

AWS CloudTrailによるCodeArtifact API コールのログ
記録
CodeArtifactは、ユーザー、ロール、または CodeArtifactのサービスAWS によって実行されたアクション
を記録するサービスである AWS CloudTrail と統合されています。CloudTrailは、パッケージマネージャー
クライアントからの呼び出しを含む、CodeArtifact のすべての APIコールをイベントとしてキャプチャし
ます。

追跡を作成する場合は、 CodeArtifactへのイベントを含む、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
バケットへの CloudTrailイベントの継続的な配信を有効にすることができます。追跡を設定しない場合
でも、CloudTrailコンソールの [Event history (イベント履歴)] でほとんどの最新のイベントを表示できま
す。CloudTrailで収集された情報を使用して、CodeArtifactに対するリクエスト、リクエスト元の IP アドレ
ス、リクエスト者、リクエスト日時などの詳細を確認できます。

CloudTrailの詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドを参照してください。

CloudTrailのCodeArtifact情報
CloudTrailは、アカウントを作成すると AWS アカウントで有効になります。CodeArtifactでアクティビ
ティが発生すると、そのアクティビティは [Event history] (イベント履歴)の他の AWS サービスイベントと
共に CloudTrailイベントに記録されます。最近のイベントは、AWS アカウントで表示、検索、ダウンロー
ドできます。詳細については、 CloudTrailイベント履歴でのイベントの表示を参照してください。

CodeArtifact のイベントを含む、AWS アカウントのイベントの継続的な記録について、 追跡 を作成しま
す。追跡により、CloudTrailはログファイルを Amazon S3バケットに配信できます。デフォルトでは、コ
ンソールで作成した追跡がすべての AWS リージョンに適用されます。追跡は、AWS パーティションのす
べてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配信
します。その他の AWS サービスを設定して、CloudTrailログに収集されたイベントデータをより詳細に分
析し、それに基づく対応を行うこともできます。詳細については、次のトピックを参照してください。

• AWS アカウントに対する追跡の作成
• CloudTrailのサポート対象サービスと統合
• Amazon SNSのCloudTrailの通知の設定

AWS アカウントでCloudTrailログが有効になっている場合、CodeArtifactのアクションに対して行われた 
API コールは、CloudTrailログファイルで追跡され、他のAWSのサービスのレコードとともにこのファイ
ルに書き込まれます。CloudTrailは、期間とファイルサイズに基づいて、新しいファイルをいつ作成して書
き込むかを決定します。

すべてのCodeArtifactのアクションは、CloudTrailによりログに記録されます。例え
ば、ListRepositories(AWS CLI、aws codeartifact list-repositoriesの内
部)、CreateRepository (aws codeartifact create-repository)、およびListPackages(aws 
codeartifact list-packages) アクションの呼び出しは、パッケージマネージャーのクライアントコ
マンドに加えて、CloudTrailログファイルにエントリを生成します。パッケージマネージャーのクライア
ントコマンドは、通常、サーバーに対して複数の HTTP リクエストを行います。各リクエストは、別々の 
CloudTrailログイベントを生成します。
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CloudTrailログのクロスアカウント配信
1 回の API コールに対して、最大3つの個別のアカウントが CloudTrailログを受信します。

• リクエストを行ったアカウント。例えば、GetAuthorizationTokenを呼び出したアカウント。
• リポジトリ管理者アカウント。例えば、ListPackagesが呼び出されたリポジトリを管理するアカウン

ト。
• ドメイン所有者のアカウント。例えば、APIが呼び出されたリポジトリがあり、そのリポジトリを含む

ドメインを所有するアカウント。

ListRepositoriesInDomainのように、特定のリポジトリではなくドメインに対するアクションである 
APIについては、呼び出したアカウントとドメイン所有者のアカウントのみが CloudTrailのログを受け取り
ます。どのリソースに対しても認証されていないListRepositoriesのような API の場合、発信者元の
アカウントのみが CloudTrailログを受け取ります。

CodeArtifactログファイルエントリについて
CloudTrail ログファイルには、1 つ以上のログエントリを含むことができます。各エントリには、複数の 
JSON 形式のイベントがリストされます。ログイベントは任意のソースからの1つのリクエストを表し、リ
クエストされたアクション、アクションの日時、リクエストのパラメーターなどに関する情報が含まれま
す。ログエントリは、パブリック API コールの順序付けられたスタックトレースではないため、特定の順
序では表示されません。

トピック
• 例: GetAuthorizationToken API を呼び出すためのログエントリ (p. 187)
• 例: npm パッケージバージョンを取得するためのログエントリ (p. 188)

例: GetAuthorizationToken API を呼び出すためのログエントリ
GetAuthorizationTokenによって作成されるログエントリには、requestParametersフィールドの
ドメイン名が含まれます。

{ 
  "eventVersion": "1.05", 
  "userIdentity": { 
      "type": "AssumedRole", 
      "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
      "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Console/example", 
      "accountId": "123456789012", 
      "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
      "sessionContext": { 
          "attributes": { 
              "mfaAuthenticated": "false", 
              "creationDate": "2018-12-11T13:31:37Z" 
          }, 
          "sessionIssuer": { 
              "type": "Role", 
              "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
              "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Console", 
              "accountId": "123456789012", 
              "userName": "Console" 
          } 
      } 
  }, 
  "eventTime": "2018-12-11T13:31:37Z", 
  "eventSource": "codeartifact.amazonaws.com", 
  "eventName": "GetAuthorizationToken", 
  "awsRegion": "us-west-2", 
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  "sourceIPAddress": "205.251.233.50", 
  "userAgent": "aws-cli/1.16.37 Python/2.7.10 Darwin/16.7.0 botocore/1.12.27", 
  "requestParameters": { 
      "domainName": "example-domain" 
      "domainOwner": "123456789012" 
  }, 
  "responseElements": { 
      "sessionToken": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS" 
  }, 
  "requestID": "6b342fc0-5bc8-402b-a7f1-ffffffffffff", 
  "eventID": "100fde01-32b8-4c2b-8379-ffffffffffff", 
  "readOnly": false, 
  "eventType": "AwsApiCall", 
  "recipientAccountId": "123456789012"
}

例: npm パッケージバージョンを取得するためのログエントリ
npm  クライアントを含むすべてのパッケージマネージャークライアントからのリクエストには、ドメイ
ン名、リポジトリ名、パッケージ名などの追加データがrequestParametersフィールドに記録されま
す。URL パスとHTTPメソッドは、additionalEventData フィールドに記録されます。

{ 
   "eventVersion": "1.05", 
   "userIdentity": { 
       "type": "AssumedRole", 
       "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
       "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Console/example", 
       "accountId": "123456789012", 
       "accessKeyId": "ASIAIJIOBJIBSREXAMPLE", 
       "sessionContext": { 
           "attributes": { 
               "mfaAuthenticated": "false", 
               "creationDate": "2018-12-17T02:05:16Z" 
           }, 
           "sessionIssuer": { 
               "type": "Role", 
               "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
               "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Console", 
               "accountId": "123456789012", 
               "userName": "Console" 
           } 
       } 
   }, 
   "eventTime": "2018-12-17T02:05:46Z", 
   "eventSource": "codeartifact.amazonaws.com", 
   "eventName": "ReadFromRepository", 
   "awsRegion": "us-west-2", 
   "sourceIPAddress": "205.251.233.50", 
   "userAgent": "npm/6.14.15 node/v12.22.9 linux x64 ci/custom", 
   "requestParameters": { 
       "domainName": "example-domain", 
       "domainOwner": "123456789012", 
       "repositoryName": "example-repo", 
       "packageName": "lodash", 
       "packageFormat": "npm", 
       "packageVersion": "4.17.20" 
   }, 
   "responseElements": null, 
   "additionalEventData": { 
       "httpMethod": "GET", 
       "requestUri": "/npm/lodash/-/lodash-4.17.20.tgz" 
   }, 
   "requestID": "9f74b4f5-3607-4bb4-9229-ffffffffffff", 
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   "eventID": "c74e40dd-8847-4058-a14d-ffffffffffff", 
   "readOnly": true, 
   "eventType": "AwsApiCall", 
   "recipientAccountId": "123456789012"
}

のコンプライアンス検証AWSCodeArtifact
AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象範囲内にあるかどうかを確認するには、
「コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス」を参照し、目的のコンプライアン
スプログラムを選択してください。一般的な情報については、AWS コンプライアンスプログラムを参照し
てください。

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact におけるダウンロードレポート」を参照してください。

AWS のサービス を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンス
に役立つ次のリソースを提供しています。

• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキテ
クチャ上の考慮事項について説明し、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン環
境を AWS にデプロイするためのステップを示します。

• 「アマゾン ウェブ サービスでの HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのためのアーキテクチャ」 
– このホワイトペーパーは、企業が AWS を使用して HIPAA 対象アプリケーションを作成する方法を説
明しています。

Note

すべての AWS のサービス が HIPAA 適格であるわけではありません。詳細については、
「HIPAA 対応サービスのリファレンス」を参照してください。

• AWS コンプライアンスのリソース– このワークブックおよびガイドのコレクションは、顧客の業界と拠
点に適用されるものである場合があります。

• AWS Config デベロッパーガイドのルールでのリソースの評価 - AWS Config サービスでは、自社のプラ
クティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価します。

• AWS Security Hub – この AWS のサービス は、AWS 内のセキュリティ状態の包括的なビューを提供
します。Security Hub では、セキュリティコントロールを使用して AWS リソースを評価し、セキュリ
ティ業界標準とベストプラクティスに対するコンプライアンスをチェックします。サポートされている
サービスとコントロールのリストについては、「Security Hub のコントロールリファレンス」を参照し
てください。

• AWS Audit Manager - この AWS のサービス は AWS の使用状況を継続的に監査し、リスクの管理方法
やコンプライアンスを業界スタンダードへの準拠を簡素化するために役立ちます。

AWS CodeArtifact認証とトークン
CodeArtifactでは、パッケージバージョンを公開したり消費したりするために、ユーザーがサービスで認証
を受ける必要があります。に対して認証する必要があります。CodeArtifactを使用して、認証トークンを作
成してサービスします。AWS認証情報。認証トークンを作成するには、適切なアクセス権限を持っている
必要があります。の詳細については、「」を参照してください。CodeArtifact権限、「」を参照してくださ
い。AWSCodeArtifactリソースに対する許可の管理の概要 (p. 174)。

認証トークンを取得するにはCodeArtifactでは、を呼び出す必要があります。GetAuthorization
トークン API。AWS CLIを使用することで、loginまたはget-authorization-tokenコマンド
でGetAuthorizationTokenを実行することができます。
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Note

ルートユーザーは呼び出せないGetAuthorizationToken。

• aws codeartifact login(npm、ピップ、およびひも): このコマンドを使用すると、使用する一般的
なパッケージマネージャを簡単に構成できます。CodeArtifact1 つのステップで。呼び出しloginトーク
ンをフェッチしますGetAuthorizationTokenトークンを使用してパッケージマネージャを構成し、正
しいCodeArtifactリポジトリエンドポイント。

• aws codeartifact get-authorization-token:loginでサポートされていないパッケージマネー
ジャの場合、直接get-authorization-tokenを呼び出すことができます。その後、必要に応じて、
設定します例えばファイルにトークンを追加したり、環境変数に格納するなどして、パッケージマネー
ジャにトークンを設定します。

CodeArtifact認可トークンは、デフォルトで 12 時間有効です。トークンの有効期限は15分から12時間の間
で設定できます。有効期限切れになったら、別のトークンを取得する必要があります。トークンの有効期
限は、loginまたはget-authorization-tokenが実行されてからカウントダウンされます。

ロールを引き受ける際にloginまたはget-authorization-tokenが呼び出された場合、--duration-
secondsの値を0に設定することで、トークンの有効期限がロールのセッション時間の残り時間と同じに
なるように設定できます。それ以外の場合、トークンの有効期限は、ロールの最大セッション時間とは無
関係です。たとえば、を呼び出すとします。sts assume-role15分間のセッション時間を指定し、電話
をかけてloginをフェッチするにはCodeArtifact認可トークン。この場合、トークンは15分のセッション
よりも長いですが、12時間全体にわたって有効です。セッションの継続時間の制御については、IAM ユー
ザーガイド の中の IAM ロールの使用 を参照してください。

loginコマンドで作成されたトークン
-aws codeartifact loginコマンドはトークンをフェッチしますGetAuthorizationTokenトークン
を使用してパッケージマネージャを設定して修正しますCodeArtifactリポジトリエンドポイント。

次の表では、loginコマンドのパラメータについて説明します。

パラメータ 必須 説明

--tool はい 認証するパッケージマネージャ。指定
できる値は npm、pip、およびtwineで
す。

--domain はい リポジトリが属するドメイン名。

--domain-owner いいえ ドメインの所有者のID。このパラメー
タは、自分が認証されていないAWS
アカウントが所有しているドメインに
アクセスする場合に必要です。詳細に
ついては、「クロスアカウントドメイ
ン (p. 84)」を参照してください。

--repository はい 認証先のリポジトリの名前。

--duration-seconds いいえ ログイン情報が有効な時間 (秒単位)。最
小値は 900*で、最大値は43200 です。

--namespace いいえ ネームスペースをリポジトリツールに関
連付けます。
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パラメータ 必須 説明

--dry-run いいえ 設定を変更せずに、ツールをリポジトリ
に接続するために実行されるコマンドの
みを出力します。

* ロールを担いながら login を呼び出す時にも0の値は有効です。--duration-seconds 
0でloginを実行すると、引き受けたロールのセッション時間の残り時間と等しい有効期限を持つトーク
ンを作成します。

次の例は、loginコマンドを使用して認証トークンを取得する方法を示しています。

aws codeartifact login --tool npm | pip | twine --domain my_domain --domain-
owner 111122223333 --repository my_repo

npm でloginコマンドを実行する具体的方法についてはCodeArtifact で npm を設定して使用す
る (p. 96)を参照してください。Pythonについては、PythonCodeArtifact での使用 (p. 108) を参照してくだ
さい。

GetAuthorizationTokenAPIで作成されたトークン
電話できますget-authorization-token認証トークンを取得するにはCodeArtifact。

aws codeartifact get-authorization-token --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
query authorizationToken --output text

--duration-seconds引数を使用して、トークンの有効期限を変更できます。最小値は900で、最大値は
43200です。次の例では、1時間(3600 秒)続くトークンを作成します。

aws codeartifact get-authorization-token --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
query authorizationToken --output text --duration-seconds 3600

ロールを引き受けながらget-authorization-tokenを実行する場合、トークンの有効期限は、ロール
の最大セッション時間とは無関係です。引き受けたロールのセッション時間が満了したときにトークンが
期限切れになるように構成するには、--duration-secondsを0に設定します。

aws codeartifact get-authorization-token --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
query authorizationToken --output text --duration-seconds 0

詳細については、次のドキュメントを参照してください。

• トークンと環境変数のガイダンスについては、環境変数を使用して認証トークンを渡す (p. 192)を参照
してください。

• Python ユーザーについては、ログインコマンドを使用せずにpipを設定する (p. 108)またはTwineの設定
と使用方法CodeArtifact (p. 109)を参照してください。

• Maven ユーザーについては、を使用する CodeArtifact Gradle と (p. 115)またはmvn で CodeArtifact
 (p. 121)を参照してください。

• npmユーザーについては、login コマンドを使用せずに npm を設定する (p. 97)を参照してください。
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環境変数を使用して認証トークンを渡す
AWS CodeArtifactがベンディングした認証トークンを使用します。GetAuthorizationTokenMaven や 
Gradle などのビルドツールからのリクエストを認証し承認するためのAPI。それらの認証トークンについ
ての詳細は、GetAuthorizationTokenAPIで作成されたトークン (p. 191)を参照してください。

これらの認証トークンは、環境変数に格納してビルドツールで読み取りCoftageからパッケージを取得する
ために必要なトークンを取得できます。CodeArtifactリポジトリまたはパッケージを公開します。

他ユーザーやプロセスによって読み取られたり、誤ってソース管理にチェックされる危険のあるファイル
にトークンを格納するよりも、この方法がセキュリティ上の理由で適しています。

1. AWS CLI をインストールまたはアップグレードしてから設定するには (p. 4)の説明に従ってAWS資格
情報を設定します。

2. CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN 環境変数を設定します:

Note

一部のシナリオでは、--domain-owner引数を含める必要はありません。詳細については、
「クロスアカウントドメイン (p. 84)」を参照してください。

• macOS、Linux :

export CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN=`aws codeartifact get-authorization-token --
domain my_domain --domain-owner 111122223333 --query authorizationToken --output 
 text`

• Windows (デフォルトのコマンドシェルを使用):

for /f %i in ('aws codeartifact get-authorization-token --domain my_domain --
domain-owner 111122223333 --query authorizationToken --output text') do set 
 CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN=%i

• Windows PowerShell:

$env:CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN = aws codeartifact get-authorization-token --
domain my_domain --domain-owner 111122223333 --query authorizationToken --output text

取り消すCodeArtifact認可トークン
認証されたユーザーがアクセスするトークンを作成したときCodeArtifactリソースの場合、そのトークン
は、カスタマイズ可能なアクセス期間が終了するまで有効です。デフォルトのアクセス期間は12時間で
す。場合によっては、アクセス期間が切れる前にトークンへのアクセスを取り消すことができます。への
アクセス権を取り消すこともできます。CodeArtifact次の手順に従って、リソースを作成します。

引き受けたロール またはフェデレーティッドユーザーアクセス のように一時的なセキュリティ資格情報を
使用してアクセストークンを作成した場合は、IAM ポリシーを更新してアクセスを拒否することで、アク
セスを取り消すことができます。詳細については、IAM ユーザーガイド の一時的なセキュリティ資格情報
の許可を無効にするを参照してください。

長期的な IAM ユーザー資格情報を使用してアクセストークンを作成した場合は、アクセスを拒否するよ
うにユーザーズポリシーを変更するか、IAM ユーザーを削除する必要があります。詳細については、IAM 
ユーザーのアクセス権限の変更またはIAM ユーザーの削除 を参照してください。
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AWS CodeArtifact での耐障害性
AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築さ
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し隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。AWS CodeArtifact 
は複数のアベイラビリティーゾーンで動作し、アーティファクトデータとメタデータを Amazon S3 およ
び Amazon DynamoDB に保存します。暗号化されたデータは複数の施設、および各施設の複数のデバイス
で冗長的に保存されるので高い可用性と耐久性が提供されます。

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 CodeArtifact 内のインフラストラクチャセ
キュリティ

マネージドサービスとして、AWS CodeArtifact はによって保護されていますAWS「」で説明しているグ
ローバルネットワークセキュリティ手順Amazon Web Services: セキュリティプロセスの概要ホワイト
ペーパー。

あなたは使うAWSが公開している API 呼び出しにアクセスします CodeArtifact ネットワークを介し
て。クライアントで Transport Layer Security (TLS) 1.2 以降がサポートされている必要があります。ま
た、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE)や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE) などの Perfect 
Forward Secrecy (PFS)を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされている必要があります。こ
れらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされています。

リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットのアクセスキー
を使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、一時
的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。

依存関係の置換
Package マネージャーは、再利用可能なコードをパッケージ化して共有するプロセスを簡素化します。こ
れらのパッケージは、アプリケーションで使用するために組織が開発したプライベートパッケージでも、
パブリックパッケージでもかまいません。通常、Organization の外部で開発され、パブリックパッケージ
リポジトリによって配布されるオープンソースパッケージです。パッケージをリクエストするとき、開
発者はパッケージマネージャーに頼って依存関係の新しいバージョンを取得します。依存性代替攻撃は、
依存性混乱攻撃とも呼ばれ、パッケージマネージャーがパッケージの正規のバージョンと悪意のあるバー
ジョンを区別する方法がないという事実を悪用します。

依存関係代替攻撃は、ソフトウェアサプライチェーン攻撃と呼ばれるハッキングのサブセットに属しま
す。ソフトウェアサプライチェーン攻撃は、ソフトウェアサプライチェーン内のあらゆる場所の脆弱性を
利用する攻撃です。

依存関係置換攻撃は、内部で開発されたパッケージとパブリックリポジトリからフェッチされたパッケー
ジの両方を使用するすべての人を標的にする可能性があります。攻撃者は内部パッケージ名を特定し、同
じ名前の悪意のあるコードをパブリックパッケージリポジトリに戦略的に配置します。通常、悪意のある
コードはバージョン番号の高いパッケージで公開されます。Package マネージャーは、悪意のあるパッ
ケージがパッケージの最新バージョンであると信じているため、これらの公開フィードから悪意のある
コードを取得します。これにより、目的のパッケージと悪意のあるパッケージの間に「混乱」または「置
換」が生じ、コードが危険にさらされます。

依存関係置換攻撃を防ぐために、AWS CodeArtifact パッケージオリジンコントロールを提供しま
す。Package オリジンコントロールは、パッケージをリポジトリに追加する方法を制御する設定です。コ
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ントロールは、新しいパッケージの最初のパッケージバージョンが CodeArtifact リポジトリ制御により、
パッケージバージョンをリポジトリに直接公開することも、パブリックソースから取り込むこともできな
いようにし、依存関係置換攻撃から保護することができます。パッケージオリジンコントロールの詳細お
よび変更方法については、「」を参照してください。パッケージオリジンコントロールの編集 (p. 79)。
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Amazon VPCエンドポイントの使用
設定可能 CodeArtifact を使用して、VPCのセキュリティを向上させるために、インターフェイスVirtual 
Private Cloud (VPC) エンドポイントを使用します。

VPC エンドポイントの使用AWS PrivateLinkは、プライベート IP アドレスで CodeArtifact のAPI にアク
セスできるようにするサービス。AWS PrivateLinkVPC 間のすべてのネットワークトラフィックを制限し
ます CodeArtifact AWS ネットワークに送信します。インターフェース VPCエンドポイントを使用する場
合、インターネットゲートウェイ、NAT デバイス、仮想プライベートゲートウェイは必要ありません。詳
細については、次を参照してください。VPC エンドポイントのAmazon Virtual Private Cloud ユーザーガ
イド。

Important

• VPC エンドポイントはクロス AWSリージョンリクエストをサポートしていませ
ん。CodeArtifactへの API 呼び出しを発行するリージョンと同じAWSリージョンにエンドポイ
ントを作成してください。

• VPCエンドポイントは、Amazon Route 53を介したAmazon提供のDNSのみをサポートし
ます。独自のDNSを使用する場合には、条件付きDNS転送を使用できます。詳細について
は、Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイドの「DHCP オプションセット」を参照してく
ださい。

• VPCエンドポイントにアタッチされたセキュリティグループでは、VPCのプライベートサブ
ネットから、ポート443で着信接続を許可する必要があります。

トピック
• CodeArtifact用の VPC エンドポイントを作成する (p. 195)
• Amazon S3ゲートウェイエンドポイントを作成する (p. 196)
• を使用する CodeArtifact VPC から (p. 198)
• CodeArtifact用の VPCエンドポイントポリシーを作成する (p. 200)

CodeArtifact用の VPC エンドポイントを作成する
CodeArtifactの仮想プライベートクラウド(VPC)エンドポイントを作成するには、Amazon EC2create-
vpc-endpoint AWS CLI コマンドを使用します。詳細については、Amazon Virtual Private Cloud ユー
ザーガイド のインターフェイス VPC エンドポイント(AWS PrivateLink) を参照してください。

すべてのリクエストを実行するには、2つの VPC エンドポイントが必要です。 CodeArtifact にい
るAWSネットワーク。最初のエンドポイントがコールに使用されます。 CodeArtifact API (たとえ
ば、GetAuthorizationTokenそしてCreateRepository).

com.amazonaws.region.codeartifact.api

2 番目のエンドポイントは、アクセスに使用されます。 CodeArtifact パッケージマネージャとビルドツー
ル (例えば、npmやGradle) を使用するリポジトリ。

com.amazonaws.region.codeartifact.repositories

次のコマンドは、アクセスするエンドポイントを作成します。 CodeArtifact リポジトリ

aws ec2 create-vpc-endpoint --vpc-id vpcid --vpc-endpoint-type Interface \ 
  --service-name com.amazonaws.region.codeartifact.api --subnet-ids subnetid \ 
  --security-group-ids groupid --no-private-dns-enabled
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次のコマンドは、パッケージマネージャとビルドツールにアクセスするためのエンドポイントを作成しま
す。

aws ec2 create-vpc-endpoint --vpc-id vpcid --vpc-endpoint-type Interface \ 
  --service-name com.amazonaws.region.codeartifact.repositories --subnet-ids subnetid \ 
  --security-group-ids groupid --private-dns-enabled

Note

codeartifact.repositoriesエンドポイントを作成する際には、--private-dns-
enabledオプションを使用してプライベートDNSホスト名を作成する必要があります。 ただ
し、現在codeartifact.apiおよびcodeartifact.repositoriesのエンドポイントでは
複数のプライベートDNSホスト名がサポートされていないため、codeartifact.apiには--
no-private-dns-enabledのオプションを使用してください。作成時にプライベート DNS 
ホスト名を作成できない、または作成したくない場合はcodeartifact.repositoriesエン
ドポイント。パッケージマネージャを使用するには、追加の構成手順に従う必要があります。 
CodeArtifact VPC から 詳細については、「を使用するcodeartifact.repositoriesプライ
ベート DNS がないエンドポイント (p. 199)」を参照してください。

VPC エンドポイントを作成した後、CodeArtifact でエンドポイントを使用するには、セキュリティグルー
プルールを使用してさらに多くの設定を行う必要があります。Amazon VPC のセキュリティグループの詳
細については、「」を参照してください。セキュリティグループ。

CodeArtifact への接続に問題がある場合は、VPC Reachability Analyzer ツールを使用して問題をデバッグ
できます。詳細については、次を参照してください。VPC Reachability Analyzer

Amazon S3ゲートウェイエンドポイントを作成す
る

CodeArtifactは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)を使用してパッケージアセットを保存しま
す。CodeArtifactからパッケージを取得するには、Amazon S3用のゲートウェイエンドポイントを作成す
る必要があります。ビルドプロセスまたはデプロイメントプロセスが CodeArtifact からパッケージをダウ
ンロードするときは、 CodeArtifact パッケージのメタデータを取得し、Amazon S3 でパッケージアセット 
(例えば Maven) をダウンロードする.jarファイル)。

CodeArtifact用のAmazon S3ゲートウェイエンドポイントを作成するには、Amazon EC2create-vpc-
endpointAWS CLIコマンドを使用します。エンドポイントを作成するときは、必ず VPC 用のルートテー
ブルを選択してください。詳細については、Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイド の ゲートウェ
イ VPCエンドポイント  を参照してください。

次のコマンドは、Amazon S3エンドポイントを作成します。

aws ec2 create-vpc-endpoint --vpc-id vpcid --service-name com.amazonaws.region.s3 \ 
  --route-table-ids routetableid

AWSCodeArtifactの Amazon S3バケットの最小アクセ
ス許可
Amazon S3ゲートウェイエンドポイントは IAM ポリシードキュメントを使用してサービスへのアクセスを
制限します。 CodeArtifact に最低限の Amazon S3 バケットアクセス許可のみを許可するには、次のよう
な Amazon S3 バケットへのアクセスを制限します。 CodeArtifact は、エンドポイントの IAM ポリシード
キュメントを作成するときに使用します。
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バケットの最小アクセス許可

次の表では、へのアクセスを許可するためにポリシーで参照する必要がある Amazon S3 バケットについ
て説明します。 CodeArtifact 各リージョン

リージョン Amazon S3 バケットの ARN

us-east-1 arn:aws:s3:::assets-193858265520-us-east-1

us-east-2 arn:aws:s3:::assets-250872398865-us-east-2

us-west-2 arn:aws:s3:::assets-787052242323-us-west-2

eu-west-1 arn:aws:s3:::assets-438097961670-eu-west-1

eu-west-2 arn:aws:s3:::assets-247805302724-eu-west-2

eu-west-3 arn:aws:s3:::assets-762466490029-eu-west-3

eu-north-1 arn:aws:s3:::assets-611884512288-eu-north-1

eu-south-1 arn:aws:s3:::assets-484130244270-eu-south-1

eu-central-1 arn:aws:s3:::assets-769407342218-eu-central-1

ap-northeast-1 arn:aws:s3:::assets-660291247815-ap-northeast-1

ap-southeast-1 arn:aws:s3:::assets-421485864821-ap-southeast-1

ap-southeast-2 arn:aws:s3:::assets-860415559748-ap-southeast-2

ap-south-1 arn:aws:s3:::assets-681137435769-ap-south-1

♪aws codeartifact describe-domainが使用する Amazon S3 バケットを取得するコマンド 
CodeArtifact domain

aws codeartifact describe-domain --domain mydomain

{ 
  "domain": { 
    "name": "mydomain", 
    "owner": "111122223333", 
    "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:domain/mydomain", 
    "status": "Active", 
    "createdTime": 1583075193.861, 
    "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/a73que8sq-ba...", 
    "repositoryCount": 13, 
    "assetSizeBytes": 513830295, 
    "s3BucketArn": "arn:aws:s3:::assets-787052242323-us-west-2" 
  }
} 
             

例
次の例は、に必要な Amazon S3 バケットへのアクセスを提供する方法を示しています。 CodeArtifact の
オペレーションus-east-1region その他のリージョンの場合は、上記の表に基づいて、お住まいの地域の
正しいアクセス許可 ARNでResourceエントリを更新してください。

{ 
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  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "Access-to-specific-bucket-only", 
      "Principal": "*", 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::assets-193858265520-us-east-1/*"] 
    } 
  ]
}

を使用する CodeArtifact VPC から
対応中 CodeArtifact を使用する APIAWS CLIまたは VPC エンドポイントを使用する SDK の場合
は、CodeArtifact で使用されるデフォルトのエンドポイントを上書きする必要があります。「」の指示
に従って、を設定するAWS CLI使用するにはcodeartifact.apiエンドポイント (p. 198)をクリック
し、VPC エンドポイントのホスト名を取得し、それを使用して CLI を設定します。

でプライベート DNS を有効にできない、または有効にしない場
合com.amazonaws.region.codeartifact.repositoriesで作成した VPC エンドポイン
トCodeArtifact用の VPC エンドポイントを作成する (p. 195)の場合は、リポジトリエンドポイントで使
用するには別の設定を使用する必要があります。 CodeArtifact VPC から 「」の指示に従って、を使用
するcodeartifact.repositoriesプライベート DNS がないエンドポイント (p. 199)設定するには 
CodeArtifact もしcom.amazonaws.region.codeartifact.repositoriesエンドポイントではプライ
ベート DNS が有効になっていません。

を設定するAWS CLI使用するに
はcodeartifact.apiエンドポイント
デフォルトを上書きするには、次の手順を使用します。 CodeArtifact ホスト名。ホスト名に
は、com.amazonaws.region.codeartifact.apiVPC エンドポイント

1. 次のコマンドを実行して、ホスト名をオーバーライドするために使用するVPCエンドポイントを見つ
けます。

$ aws ec2 describe-vpc-endpoints --filters Name=service-
name,Values=com.amazonaws.region.codeartifact.api \ 
  --query 'VpcEndpoints[*].DnsEntries[*].DnsName'

出力は次のようになります。

[ 
  [ 
    "vpce-0743fe535b883ffff-76ddffff.api.codeartifact.us-west-2.vpce.amazonaws.com", 
    "vpce-0743fe535b883ffff-76edffff-us-west-2a.api.codeartifact.us-
west-2.vpce.amazonaws.com" 
  ]
]

この例では、いずれかのホスト名を使用して、com.amazonaws.region.codeartifact.apiエン
ドポイントをオーバーライドすることができます。
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ライベート DNS がないエンドポイント

2. ♪ CodeArtifact AWS CLIで、codeartifact loginデフォルトを上書きするコマンド CodeArtifact 
にエンドポイントを渡すことによる Amazon VPC エンドポイントのホスト名--endpoint-urlパラ
メータ。次の例を参照してください。

Warning

-loginコマンドはMavenやGradleをサポートしていません。これらのパッケージマネージャ
を設定するには、を参照してください。 CodeArtifact Mavenで使う (p. 115)。

aws codeartifact login --tool npm --domain mydomain --domain-owner 111122223333 --
repository myrepo --endpoint-url VPC_endpoint

置換VPC_endpointAmazon VPC エンドポイントにプレフィックスが付いていてhttps://。次のエ
ンドポイントの例を参照してください。

https://vpce-0743fe535b883ffff-76ddffff.api.codeartifact.us-west-2.vpce.amazonaws.com

SDK を使用する場合は、ホスト名をオーバーライドする方法について、SDK のドキュメントを参照
してください。これを行う方法は、使用する言語によって異なります。

を使用するcodeartifact.repositoriesプライ
ベート DNS がないエンドポイント
でプライベート DNS を有効にできない、または有効にしない場
合com.amazonaws.region.codeartifact.repositoriesで作成した VPC エンドポイン
トCodeArtifact用の VPC エンドポイントを作成する (p. 195)の場合は、次の手順に従って、パッケージ
マネージャを正しいものに設定する必要があります。 CodeArtifact URL

1. 次のコマンドを実行して、ホスト名をオーバーライドするために使用するVPCエンドポイントを見つ
けます。

$ aws ec2 describe-vpc-endpoints --filters Name=service-
name,Values=com.amazonaws.region.codeartifact.repositories \ 
  --query 'VpcEndpoints[*].DnsEntries[*].DnsName'

出力は次のようになります。

[ 
  [ 
    "vpce-0743fe535b883ffff-76ddffff.d.codeartifact.us-west-2.vpce.amazonaws.com" 
  ]
]

2. VPC エンドポイントパスを更新して、パッケージ形式を含めます。 CodeArtifact domain name 
CodeArtifact リポジトリ名。次の例を参照してください。

https://vpce-0743fe535b883ffff-76ddffff.d.codeartifact.us-
west-2.vpce.amazonaws.com/format/d/domain_name-domain_owner/repo_name

サンプルエンドポイントの次のフィールドを置き換えます。

• ######: 有効なものに置き換える CodeArtifact パッケージ形式。たとえば、npmまたはpypi。
• domain_name: と置き換える CodeArtifact を含むドメイン CodeArtifact パッケージをホストするリ

ポジトリ。
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• domain_owner: の所有者のIDに置き換えます。 CodeArtifact domain、例えば111122223333。
• repo_name: と置き換える CodeArtifact パッケージをホストするリポジトリ。

次の URL は、npm リポジトリエンドポイントの例です。

https://vpce-0dc4daf7fca331ed6-et36qa1d.d.codeartifact.us-west-2.vpce.amazonaws.com/
npm/d/domainName-111122223333/repoName

3. 前のステップで更新された VPC エンドポイントを使用するようにパッケージマネージャを設定しま
す。パッケージマネージャは、 CodeArtifact loginコマンド。パッケージ形式ごとの設定手順につい
ては、次のドキュメントを参照してください。

• npm: login コマンドを使用せずに npm を設定する (p. 97)
• ナゲット: login コマンドなしで nuget または dotnet を設定する (p. 143)
• pip: ログインコマンドを使用せずにpipを設定する (p. 108)
• twineTwineの設定と使用方法CodeArtifact (p. 109)
• Gradle:を使用する CodeArtifact Gradle と (p. 115)
• mvnmvn で CodeArtifact  (p. 121)

CodeArtifact用の VPCエンドポイントポリシーを作
成する

CodeArtifact用のVPCエンドポイントポリシーを作成するには、以下を指定します：

• アクションを実行できるプリンシパル。
• 実行可能なアクション。
• 自身に対してアクションを実行できたリソース。

次のポリシー例では、アカウント 123456789012 内のプリンシパルがGetAuthorizationTokenAPI と
からパッケージをフェッチする CodeArtifact repository.

{ 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": [ 
        "codeartifact:GetAuthorizationToken", 
        "codeartifact:GetRepositoryEndpoint", 
        "codeartifact:ReadFromRepository", 
        "sts:GetServiceBearerToken" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "*", 
      "Principal": { 
         "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" 
       } 
    } 
  ]
}
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AWS CloudFormation での 
CodeArtifact リソースの作成

CodeArtifact は AWS CloudFormation と統合されています。これは、AWS リソースをモデル化してセッ
トアップするためのサービスで、リソースとインフラストラクチャの作成と管理に費やす時間を短縮で
きます。必要な AWS リソース (ドメインやレポジトリなど) をすべて記述するテンプレートを作成すれ
ば、AWS CloudFormation がそれらのリソースのプロビジョニングと設定をお客様に代わって行います。

AWS CloudFormation を使用すると、テンプレートを再利用して CodeArtifact リソースを同じように繰り
返してセットアップできます。リソースを一度記述するだけで、同じリソースを複数のアカウントと複数
の AWS リージョンで何度でも繰り返してプロビジョニングできます。

CodeArtifact および AWS CloudFormation テンプ
レート

CodeArtifact および関連サービスのリソースをプロビジョニングして設定するには、AWS CloudFormation 
テンプレート について理解しておく必要があります。テンプレートは、JSON または YAML 形式のテ
キストファイルです。これらのテンプレートは、AWS CloudFormation スタックでプロビジョニング
するリソースについて記述します。JSON または YAML に詳しくない場合は、AWS CloudFormation 
Designer を使用して AWS CloudFormation テンプレートの使用を開始できます。詳細については、AWS 
CloudFormation ユーザーガイドの「What is AWS CloudFormation Designer? (AWS CloudFormation デザ
イナーとは)」を参照してください。

CodeArtifact は、AWS CloudFormation でのドメインとリポジトリの作成をサポートしてい
ます。ドメインとリポジトリ用の JSON および YAML テンプレートの例など、詳細について
は、AWS::CodeArtifact::Domain および AWS::CodeArtifact::Repositoryを参照してください。

AWS CloudFormation の詳細はこちら
AWS CloudFormationの詳細については、以下のリソースを参照してください。

• AWS CloudFormation
• AWS CloudFormation ユーザーガイド
• AWS CloudFormation コマンドラインインターフェイスユーザーガイド
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通知を表示できません

トラブルシューティング
以下の情報は、CodeArtifactでの一般的な問題のトラブルシューティングに役立ちます。

通知を表示できません
問題: 「開発者向けツールコンソール」を開き、通知下設定の場合、パーミッションエラーが表示されま
す。

解決方法: 通知はデベロッパーツールコンソールの機能ですが、CodeArtifact は現在通知をサポートしてい
ません。CodeArtifactの管理ポリシーには、ユーザーが通知を表示または管理できるようにする権限は含
まれていません。デベロッパーツールコンソールで他のサービスを使用し、それらのサービスが通知をサ
ポートしている場合、それらサービスの管理ポリシーには、サービスの通知を表示および管理するために
必要な権限が含まれます。
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CodeArtifact タグによるコスト配分

リソースのタグ付け
タグは、ユーザーまたは AWS が AWS リソースに割り当てるカスタム属性ラベルです。各 AWS タグは 2 
つの部分で構成されます:

• タグキー (例: CostCenter、Environment、Project、Secret)。タグキーでは、大文字と小文字が
区別されます。

• タグ値として知られるオプションのフィールド (例、 111122223333、Production、チーム名など)。
タグ値を省略すると、空の文字列を使用した場合と同じになります。タグキーと同様に、タグ値は大文
字と小文字が区別されます。

これらは共にキーバリューのペアと呼ばれます。

タグを使用すると、AWS リソースの特定と整理に役立ちます。多くのAWSのサービスではタグ付けがサ
ポートされるため、さまざまなサービスまでリソースの関連を示すことができリソースに同じタグを割り
当てる事ができます。例えば、AWS CodeBuild プロジェクトに割り当てたものと同じタグをリポジトリに
割り当てることができます。

タグ使用方法のヒントについては、 AWS 回答ブログにある、AWS タグ付けのためのストラテジー を参
照してください。

CodeArtifactでは、以下のリソースタイプにタグを付けることができます。

• リポジトリのタグ付けCodeArtifact (p. 27)
• でドメインをタグ付けするCodeArtifact (p. 91)

コンソールAWS CLI, CodeArtifact API、またはAWS向け SDK

• ドメインまたはリポジトリの作成時にタグを追加できます。*
• ドメインまたはリポジトリのタグを追加、管理、削除します。

*ドメインまたはリポジトリをコンソール内で作成する場合は、ドメインにタグを追加することはできませ
ん。

タグを使用してリソースを識別、整理、追跡するだけでなく、IAM ポリシーのタグを使って、リソース
を表示および操作できるユーザーを制御することもできます。タグベースのアクセスポリシーの例につい
ては、「タグを使用した CodeArtifact リソースへのアクセスのコントロール (p. 182)」を参照してくださ
い。

CodeArtifact タグによるコスト配分
タグを使用して CodeArtifact でストレージコストとリクエストコストの両方を割り当てることができま
す。

CodeArtifact でのデータストレージコストの割り当て
データストレージのコストはドメインに結びついているため、 CodeArtifact ストレージコストの場合、ド
メインに適用される任意のタグを使用できます。ドメインへのタグの追加については、「」を参照してく
ださい。でドメインをタグ付けするCodeArtifact (p. 91)。
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CodeArtifact でのリクエストコストの割り当て

CodeArtifact でのリクエストコストの割り当て
ほとんどのリクエストの使用法はリポジトリに結びついているため、 CodeArtifact リクエストコストの場
合、リポジトリに適用される任意のタグを使用できます。リポジトリへのタグの追加については、「」を
参照してください。リポジトリのタグ付けCodeArtifact (p. 27)。

一部のリクエストタイプはリポジトリではなくドメインに関連付けられているため、リクエストの使用
状況とリクエストに関連するコストは、ドメインのタグに割り当てられます。リクエストタイプがドメ
インまたはリポジトリに関連付けられているかどうかを判断する最良の方法は、で定義されるアクショ
ンAWSCodeArtifact内のテーブルサービス認証リファレンス。リクエストタイプを検索するにはアクショ
ン列をクリックし、対応する値を見てくださいリソースタイプ列でロードバランサーの ID をクリックしま
す。リソースタイプがドメインの場合、そのタイプのリクエストはドメインに請求されます。リソースタ
イプが倉庫またはパッケージの場合、そのタイプのリクエストはリポジトリに請求されます。一部のアク
ションでは、両方のリソースタイプが表示されます。これらのアクションでは、請求されるリソースはリ
クエストで渡される値によって異なります。
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のクォータAWSCodeArtifact
次の表では、リソースクォータについて説明しますCodeArtifact。のリソースクォータとサービスエンド
ポイントのリストを表示するにはCodeArtifact、の「AWSサービスクータ」を参照してくださいAmazon 
Web Services 全般のリファレンス。

サービスクォータに対して、CodeArtifactサービスクォータの引き上げリクエストをすることができます。
クォータ引き上げのリクエストの詳細については、AWS サービスクォータ を参照してください。

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アセットファイルのサイズ サポートされている
各リージョン: 5 GB

はい アセットあたりの最大ファ
イルサイズ。

パッケージバージョンあたりのアセット サポートされている
各リージョン: 150

いい
え

パッケージバージョンあた
りの最大アセット数。

CopyPackageVersions1 秒あたりのリクエ
スト

サポートされている
各リージョン: 5

はい CopyPackageVersions1 秒
あたりの呼び出しの最大
数。

リポジトリあたりのダイレクトアップスト
リーム

サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

リポジトリあたりの直接
アップストリームリポジト
リの最大数。

AWS アカウントあたりのドメイン サポートされている
各リージョン: 10

はい AWS アカウントごとに作成
できるドメインの最大数。

GetAuthorizationToken1 秒あたりのリクエ
スト

サポートされている
各リージョン: 40

はい 1 秒あたりの取得される認
証トークンの最大数。

GetPackageVersionAsset1 秒あたりのリク
エスト

サポートされている
各リージョン: 50

はい GetPackageVersionAsset1 
秒あたりの呼び出しの最大
数。

ListPackageVersionAssets1 秒あたりのリ
クエスト

サポートされている
各リージョン: 200

はい ListPackageVersionAssets1 
秒あたりの呼び出しの最大
数。

ListPackageVersions1 秒あたりのリクエス
ト

サポートされている
各リージョン: 200

はい ListPackageVersions1 秒あ
たりの呼び出しの最大数。

ListPackages1 秒あたりのリクエスト サポートされている
各リージョン: 200

はい ListPackages1 秒あたりの
呼び出しの最大数。

PublishPackageVersion1 秒あたりのリクエ
スト

サポートされている
各リージョン: 10

はい PublishPackageVersion1 
秒あたりの呼び出しの最大
数。

1 つの AWS アカウントからの 1 秒あたり
の読み取りリクエスト数

サポートされている
各リージョン: 800

はい 1 つの AWS アカウントから
の 1 秒あたりの読み込みリ
クエストの最大数。

ドメインあたりのリポジトリ サポートされている
各リージョン: 1,000

はい ドメインごとに作成できる
リポジトリの最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

1 つの認証トークンを使用した 1 秒あたり
のリクエスト数

サポートされている
各リージョン: 1,200

いい
え

単一の認証トークンを使用
した 1 秒あたりの最大リク
エスト数。

IP アドレスあたりの認証トークンがないリ
クエスト

サポートされている
各リージョン: 600

いい
え

1 つの IP アドレスから行わ
れる、認証トークンを使用
しない 1 秒あたりのリクエ
ストの最大数。

検索されたアップストリームリポジトリ サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

パッケージを解決するとき
に検索されるアップスト
リームリポジトリの最大
数。

1 つの AWS アカウントからの 1 秒あたり
の 書き込みリクエスト数

サポートされている
各リージョン: 100

はい 1 つの AWS アカウントから
の 1 秒あたりの書き込みリ
クエストの最大数。
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AWS CodeArtifact ユーザーガイドド
キュメントの履歴

ドキュメントの最新更新: 2023 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

変更 説明 日付

ヤンクされた Python パッケージ
のバージョンに関する情報を追
加しました (p. 207)

ヤンクされた Python 
CodeArtifact パッケージバージョ
ンのメタデータをどのように保
持するかについての情報を追加
しましたパッケージパッケージ
パッケージパッケージパッケージ
パッケージパッケージパッケージ
パッケージ (p. 113)。詳細につい
ては、を参照してください。

2023 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Clojure サポートに関する情報を
追加しました (p. 207)

Clojure プロジェクトの依存関係
の管理など、Clojure サポート
に関する情報を追加しました。
詳細については、「deps.edn 
CodeArtifact と一緒に使用してく
ださい (p. 126)」を参照してくだ
さい。

2023 年 3 月 21 日

ジェネリックパッケージの公
開に関する情報を追加しまし
た (p. 207)

汎用パッケージに関する情報と、
を使用してパッケージコンテンツ
を公開およびダウンロードする方
法を追加しましたAWS CLI。詳
細については、ジェネリックパッ
ケージの使用 (p. 149)、汎用パッ
ケージの公開と利用 (p. 150)、お
よびジェネリックパッケージでサ
ポートされるコマンド (p. 149)を
参照してください。

2023 年 3 月 10 日

公開用のアセットサイズ制
限に関する情報を追加しまし
た (p. 207)

パブリッシングのアセットサイ
ズ制限を説明するセクションを
Package パブリッシングに追加
しました。

2022 年 6 月 21 日

外部接続のドキュメント
をリファクタリングしまし
た (p. 207)

外部接続のドキュメントを移動
し、 CodeArtifact リポジトリを
パブリックパッケージリポジト
リに接続するというユーザーの
最終目標に焦点を当てるように
再編成しました。また、その目
標を達成するためのさまざまな
方法に関するガイダンスと情報
を追加しました。詳細について
は、「 CodeArtifact リポジトリ
をパブリックリポジトリConnect 

2022 年 5 月 9 日

207



CodeArtifact CodeArtifact ユーザーガイド

する (p. 36)」を参照してくださ
い。

Amazon CodeArtifact 
CloudWatch イベントのイベント
情報を更新しました (p. 207)

フィールドに情報を追加
し、accountrepositoryAdministratorフィー
ルドを追加しました。詳細につい
ては、「CodeArtifact イベント形
式と例 (p. 166)」を参照してくだ
さい。

2022 年 3 月 7 日

プライベート DNS なしで VPC 
CodeArtifact から使用するための
設定手順を追加 (p. 207)

codeartifact.repositoriesVPC 
エンドポイントでプライベート 
DNS を有効にできない、または
有効にしたくない場合は、VPC 
CodeArtifact から使用するリポ
ジトリエンドポイントに別の設
定を使用する必要があります。
詳細については、「を使用す
るcodeartifact.repositoriesプ
ライベート DNS がないエンドポ
イント (p. 199)」を参照してくだ
さい。

2022 年 2 月 8 日

パッケージバージョンのステー
タスを更新するための詳細
なドキュメントを追加しまし
た (p. 207)

更新パッケージのバージョンの
ステータスドキュメントを独自
のトピックに拡張しました。必要
な IAM アクセス許可、さまざま
なシナリオのための AWS CLI コ
マンドの例、および考えられる
エラーを含む、パッケージバー
ジョンのステータスを更新する
ためのドキュメントを追加しま
した。詳細については、「パッ
ケージバージョンのステータスの
更新 (p. 73)」を参照してくださ
い。

2021 年 9 月 1 日

詳細なアクセス許可情報ととも
に、コピーパッケージバージョ
ンのドキュメントを更新しまし
た。 (p. 207)

aws codeartifact copy-
package-versions同じドメイ
ン内のあるリポジトリから別の
リポジトリにパッケージバージョ
ンをコピーするコマンドを呼び
出すために必要な、IAM および
リソースベースのポリシーアク
セス許可に関する詳細を追加しま
した CodeArtifact。詳細情報とと
もに、送信元および送信先リポジ
トリに必要なリソースベースのポ
リシーの例が示されるようになり
ました。詳細については、「パッ
ケージをコピーするのに必要な 
IAM アクセス許可 (p. 62)」を参
照してください。

2021 年 8 月 25 日

208



CodeArtifact CodeArtifact ユーザーガイド

IntelliJ IDEA で Gradle ビルドを
実行するためのドキュメントを
更新しました (p. 207)

IntelliJ IDEA で Gradle ビルド
を実行するためのドキュメン
トを更新し、そこからプラグ
インを取得するように Gradle 
を設定するステップを追加し
ました CodeArtifact。また、へ
のインライン呼び出しを使用
して、 CodeArtifact 新しい実
行ごとに新しい認証トークン
を作成するオプションを追加
しましたaws codeartifact 
get-authorization-token。
詳細については、「IntelliJ 
IDEAで Gradle ビルドを実行す
る (p. 118)」を参照してくださ
い。

2021 年 8 月 23 日

Yar3 3AWS 
CodeArtifact (p. 207)

Yar3 3 3 を設定して使用する
ためのドキュメントを追加し
ました CodeArtifact。詳細につ
いては、「Yarn の設定と使用 
CodeArtifact (p. 99)」を参照して
ください。

2021 年 7 月 30 日

AWS CodeArtifact NuGet パッ
ケージをサポートするようにな
りました (p. 207)

CodeArtifact NuGet ユーザーは
パッケージを公開して消費で
きるようになりました。Visual 
Studio と、 CodeArtifact リ
ポジトリのような、 NuGet
nugetdotnetコマンドライン
ツールの両方を設定して使用
するためのドキュメントを追
加しました。詳細については、
「を使用するCodeArtifactと
NuGet (p. 139)」を参照してくだ
さい。

2020 年 11 月 19 日

リソースにタグを付けるAWS 
CodeArtifact (p. 207)

リポジトリとドメインのタグ付け
に関するドキュメントを追加しま
したAWS CodeArtifact。リソー
スのタグ付け (p. 203) を参照して
ください。

2020 年 10 月 30 日

CodeArtifact 現在サ
ポートしていますAWS 
CloudFormation (p. 207)

CodeArtifact CodeArtifact 
ユーザーはリポジトリと
ドメインを作成するための
AWS CloudFormationテンプ
レートを利用できるように
なりました。詳細について
は、AWS CloudFormation で
の CodeArtifact リソースの作
成 (p. 201) および開始方法を参照
してください。

2020 年 10 月 8 日
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Amazon VPC CodeArtifact を使
用するための Amazon S3 ゲート
ウェイエンドポイントの作成に
関する情報を追加する (p. 207)

Amazon EC2 AWS CLI コマンド
を使用した Amazon S3 ゲート
ウェイエンドポイントの作成に
関する情報を追加しました。こ
のドキュメントには、Amazon 
VPC CodeArtifact 環境を使用す
るために必要な特定のアクセス
許可に関する情報も含まれていま
す。Amazon S3ゲートウェイエ
ンドポイントを作成する (p. 196)
を参照してください。

2020 年 8 月 12 日

curl で Maven アーティファク
トを公開し、サードパーティの 
Maven アーティファクトを公開
する (p. 207)

curl で公開する (p. 128) および
サードパーティーのアーティファ
クト (p. 124) のガイダンスを追加
しました。

2020 年 8 月 10 日

一般提供 (GA) (p. 207) CodeArtifact ユーザーガイドの初
版。

2020 年 6 月 10 日
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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