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って何 CodeDeploy？
CodeDeploy は Amazon EC2 インスタンス、オンプレミスインスタンス、サーバーレス Lambda 関数、ま
たは Amazon ECS サービスに対するアプリケーションのデプロイを自動化するデプロイサービスです。
以下のような、ほぼ無制限の多様なアプリケーションコンテンツをデプロイできます。
• コード
• サーバーレス AWS Lambda 関数
• ウェブファイルおよび設定ファイル
• Executables
• パッケージ
• スクリプト
• マルチメディアファイル
CodeDeploy サーバーで実行され、Amazon S3 バケット、 GitHub リポジトリ、または Bitbucket リポ
ジトリに保存されているアプリケーションコンテンツをデプロイできます。 CodeDeploy サーバーレス
Lambda 関数をデプロイすることもできます。既存のコードを変更することなく CodeDeploy を使用でき
ます。
CodeDeploy 以下を容易に行うことができます。
• 新機能の迅速なリリース。
• AWS Lambda 関数のバージョンの更新。
• アプリケーションのデプロイメント中のダウンタイム回避。
• アプリケーションの更新に伴う繁雑さを処理。エラーの発生しやすい手動デプロイに伴うリスクの多く
を回避できます。
サービスはインフラストラクチャに合わせてスケールするため、1 つのインスタンスまたは数千のインス
タンスに簡単にデプロイできます。
CodeDeploy 設定管理、ソース管理、継続的統合、継続的配信、および継続的デプロイのための様々なシ
ステムで動作します。詳細については、「製品の統合」を参照してください。
また、 CodeDeploy コンソールでは、リポジトリ、ビルドプロジェクト、デプロイアプリケーション、パ
イプラインなどのリソースをすばやく検索することもできます。[Go to resource (リソースに移動)] また
は / キーを押して、リソースの名前を入力します。一致するものはすべてリストに表示されます。検索で
は大文字と小文字が区別されません。リソースを表示する権限がある場合のみ表示されます。詳細につい
ては、「AWS CodeDeploy のためのアイデンティティおよびアクセス管理 (p. 370)」を参照してくださ
い。
トピック
• AWS CodeDeploy の利点 (p. 2)
• CodeDeploy コンピューティングプラットフォームの概要 (p. 2)
• CodeDeploy 使い方が (p. 6)
• ご意見をお待ちしております (p. 11)
• CodeDeploy 主なコンポーネント (p. 11)
• CodeDeploy 展開 (p. 14)
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• CodeDeploy アプリケーション仕様 (AppSpec) ファイル (p. 30)

AWS CodeDeploy の利点
CodeDeploy は以下のメリットを提供します。
• サーバー、サーバーレス、コンテナアプリケーション。 CodeDeployサーバーおよびアプリケーショ
ンの両方で従来のアプリケーションをデプロイし、サーバーレスAWS Lambda関数のバージョンか
Amazon ECS アプリケーションをデプロイすることができます。
• 自動デプロイ。 CodeDeploy は、開発、テスト、および本番稼働環境にまたがるアプリケーションの
デプロイを完全に自動化します。 CodeDeploy は、インフラストラクチャに合わせてスケールするた
め、1 つのインスタンスまたは数千のインスタンスにデプロイできます。
• ダウンタイムの最小化。アプリケーションで EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォームを
使用している場合、 CodeDeploy は、アプリケーションの可用性を最大化します。 CodeDeploy インプ
レースデプロイでは、Amazon EC2 インスタンスにまたがってローリング更新を実行します。更新のた
めに、一度にオフラインにするインスタンスの数を指定できます。Blue/Green デプロイの間、最新アプ
リケーションのリビジョンは、置き換え先インスタンスにインストールされます。トラフィックは、選
択するとすぐに、または新しい環境のテストが完了した時点で、これらのインスタンスに再ルーティン
グされます。どちらのデプロイタイプでも、 CodeDeploy は設定したルールに従ってアプリケーション
の状態を追跡します。
• 停止してロールバック。エラーが発生した場合、自動または手動でデプロイを停止してロールバックで
きます。
• コントロールの一元化。 CodeDeploy コンソールまたはでデプロイを起動し、そのステータスを追跡で
きますAWS CLI。各アプリケーションのリビジョンがいつデプロイされ、どの Amazon EC2 インスタン
スがリストされているかを示すレポートを受け取ります。
• 使い方が簡単。 CodeDeploy プラットフォームに依存せず、すべてのアプリケーションで動作します。
セットアップコードは簡単に再利用できます。 CodeDeploy また、ソフトウェアリリースプロセスまた
は継続的配信ツールチェーンと統合できます。
• 同時デプロイ。EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォームを使用する複数のアプリケー
ションがある場合は、 CodeDeploy 同じインスタンスのセットでこれらを同時にデプロイできます。

CodeDeploy コンピューティングプラットフォーム
の概要
CodeDeploy アプリケーションを 3 つのコンピューティングプラットフォームにデプロイできます。
• EC2/オンプレミス: Amazon EC2 クラウドインスタンス、オンプレミスサーバー、またはその両方とす
ることができる物理サーバーのインスタンスを記述します。EC2/オンプレミスコンピューティングプ
ラットフォームを使用して作成されたアプリケーションは、実行可能ファイル、設定ファイル、イメー
ジなどで構成できます。
EC2/オンプレミス コンピューティングプラットフォームを使用するデプロイでは、インプレイスまた
は Blue/Green デプロイタイプを使用して、トラフィックをインスタンスに振り分ける方法を管理できま
す。詳細については、「 CodeDeploy 使い方が (p. 6)」を参照してください。
• AWS Lambda: Lambda 関数の更新バージョンで構成されるアプリケーションのデプロイに使用されま
す。AWS Lambda は、高可用性コンピューティング構造で構成されるサーバーレスコンピューティング
環境で Lambda 関数を管理します。コンピューティングリソースのすべての管理は、AWS Lambda に
よって実行されます。詳細については、「サーバーレスコンピューティングとアプリケーション」を参
照してください。AWS Lambda および Lambda 関数の詳細については、AWS Lambda を参照してくだ
さい。
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Canary 設定、線形設定、 all-at-once 設定を選択して、デプロイ時に更新済み Lambda 関数バージョン
にトラフィックを移行する方法を管理できます。
• Amazon ECS：Amazon ECS にコンテナ化されたアプリケーションをタスクセットとしてデプロイする
ために使用します。 CodeDeploy アプリケーションの更新バージョンを新しい置き換えタスクセットと
してインストールすることで、Blue/Green のデプロイを実行します。 CodeDeploy 元のアプリケーショ
ンタスクセットからの本稼働トラフィックを置き換えタスクセットに再ルーティングします。デプロイ
が正常に完了すると、元のタスクセットは削除されます。Amazon ECS の詳細については、「Amazon
Elastic Container Service」を参照してください。
Canary 設定、線形設定、 all-at-once 設定を選択して、デプロイ時に更新済みのタスクセットにトラ
フィックを移行する方法を管理できます。

Note
Amazon ECS blue/Green デプロイは、 CodeDeploy およびの両方でサポートされています
AWS CloudFormation。これらのデプロイの詳細については、以降のセクションで説明します。
次の表に、 CodeDeploy コンポーネントが各コンピューティングプラットフォームで使用される様子を示
します。詳細については、次を参照してください。
• CodeDeploy でデプロイグループを使用する方法を説明します (p. 282)
• でのデプロイグループの使用 CodeDeploy (p. 317)
• CodeDeploy でデプロイ設定を使用する (p. 261)
• CodeDeploy のアプリケーションリビジョンの操作 (p. 301)
• CodeDeploy でのアプリケーションの使用 (p. 268)

CodeDeploy 成分

EC2/オンプレミス

AWS Lambda

Amazon
ECS

デプロイグループ

一連のインスタンスにリビ
ジョンをデプロイします。

可用性の高いコンピュー
ティングインフラストラ
クチャで、サーバーレス
Lambda 関数の新しいバー
ジョンをデプロイします。

タスクセッ
トとして
デプロイす
る、コンテ
ナ化された
アプリケー
ション、
デプロイ
されたアプ
リケーショ
ンへのト
ラフィック
提供に使用
される本稼
働およびオ
プションの
テストリス
ナー、トラ
フィックを
再ルーティ
ングし、
デプロイ
されたアプ
リケーショ
ンの元の
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CodeDeploy 成分

EC2/オンプレミス

AWS Lambda

Amazon
ECS
タスクセッ
トを終了
するタイミ
ング、オプ
ションのト
リガー、ア
ラーム、お
よびロール
バック設定
で Amazon
ECS サービ
スを指定し
ます。

デプロイ

AppSpec アプリケーション
とファイルで構成される新
しいリビジョンをデプロイ
します。は、 AppSpec デプ
ロイグループ内のインスタ
ンスにアプリケーションを
デプロイする方法を指定し
ます。

Lambda 関数の 1 つのバー
ジョンから、同じ関数の
新しいバージョンに本稼働
トラフィックを移行させま
す。 AppSpec このファイル
は、デプロイする Lambda
関数のバージョンを指定し
ます。

Amazon
ECS コン
テナ化さ
れたアプリ
ケーション
の更新バー
ジョンを、
新しい置き
換えタスク
セットとし
てデプロイ
します。
CodeDeploy
タスクセッ
トからの
本稼働ト
ラフィック
を置き換え
タスクセッ
トに再ルー
ティングし
ます。デプ
ロイ完了時
に、元のタ
スクセット
は削除され
ます。

デプロイ設定

デプロイの速度と、デプロ
イ中にいつでも使用できる
必要のある正常なインスタ
ンスの最小数を決定する設
定。

更新された Lambda 関数
バージョンにトラフィック
を移行する方法を決定する
設定。

更新され
た Amazon
ECS タスク
セットにト
ラフィック
を移行する
方法を決定
する設定。
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CodeDeploy 成分

EC2/オンプレミス

AWS Lambda

Amazon
ECS

リビジョン

AppSpec ファイルとアプリ
ケーションファイル (実行
ファイル、構成ファイルな
ど) の組み合わせ。

デプロイする Lambda 関
数と、ライフサイクルイ
ベントフック中に検証テ
ストを実行可能な Lambda
AppSpec 関数を指定する
ファイル。

AppSpec 以
下を指定す
るファイル
• デプロイ
するた
めのコ
ンテナー
化され
たアプリ
ケーショ
ンを含
む、Amazon
ECS サー
ビスの
Amazon
ECS タス
ク定義。
• 最新のア
プリケー
ションが
デプロイ
されてい
るコンテ
ナ。
• 本稼働ト
ラフィッ
クが再
ルーティ
ングされ
るコンテ
ナのポー
ト。
• オプショ
ンのネッ
トワー
ク構成
設定と
Lambda
関数は、
デプロ
イライ
フサイク
ルイベン
トフック
中に検証
テストを
実行でき
る。
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CodeDeploy 成分

EC2/オンプレミス

AWS Lambda

Amazon
ECS

アプリケーション

デプロイグループおよび
リビジョンのコレクショ
ン。EC2/オンプレミスアプ
リケーションは、EC2/オン
プレミスコンピューティン
グプラットフォームを使用
します。

デプロイグループおよび
リビジョンのコレクショ
ン。AWS Lambda デプロ
イに使用されるアプリケー
ションは、サーバーレス
AWS Lambda コンピュー
ティングプラットフォーム
を使用します。

デプロイグ
ループお
よびリビ
ジョンの
コレクショ
ン。Amazon
ECS デプロ
イに使用さ
れるアプリ
ケーション
は、Amazon
ECS コン
ピューティ
ングプラッ
トフォーム
を使用しま
す。

CodeDeploy 使い方が
CodeDeploy 2 つのデプロイタイプのオプションを提供します。
• インプレイスデプロイ: デプロイグループの各インスタンス上のアプリケーションが停止され、最新の
アプリケーションリビジョンがインストールされて、新バージョンのアプリケーションが開始され検証
されます。ロードバランサーを使用し、デプロイ中はインスタンスが登録解除され、デプロイ完了後に
サービスに復元されるようにできます。EC2 オンプレミスコンピューティングプラットフォームを使
用するデプロイのみが、インプレイスデプロイを使用できます。インプレイスデプロイの詳細について
は、「インプレースデプロイの概要 (p. 7)」を参照してください。

Note
AWS Lambda と Amazon ECS デプロイでは、インプレイスデプロイタイプを使用できませ
ん。
• Blue/Green デプロイ: デプロイの動作は、使用するコンピューティングプラットフォームにより異なり
ます。
• EC2 オンプレミスコンピューティングプラットフォームの Blue/Green: 以下のステップを使用して、
デプロイグループのインスタンス (元の環境) がインスタンスの別のセット (置き換え先環境) に置き換
えられます。
• 置き換え先の環境のインスタンスがプロビジョニングされます。
• 最新のアプリケーションリビジョンは、置き換え先インスタンスにインストールされます。
• オプションの待機時間は、アプリケーションのテストやシステム検証などのアクティビティに対し
て発生します。
• 置き換え先環境のインスタンスは、Elastic Load Balancing ロードバランサーに登録され、トラ
フィックは、それらにルーティングを開始します。元の環境のインスタンスは、登録が解除され、
終了するか、他の使用のために実行することができます。

Note
EC2/オンプレミスのコンピューティングプラットフォームを使用する場合は、blue/green デ
プロイが Amazon EC2 インスタンスでのみ機能することに注意してください。
API バージョン 2014-10-06
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• AWS Lambdaまたは Amazon ECS コンピューティングプラットフォームの青/緑:トラフィックは、カ
ナリア、リニア、all-at-onceまたはデプロイ設定に従って段階的にシフトされます。詳細について
は、「デプロイ設定 (p. 12)」を参照してください。
• AWS CloudFormation を通じた Blue/Green デプロイ: AWS CloudFormation スタック更新の一環とし
て、トラフィックが現在のリソースから更新されたリソースに移行されます。現時点では、ECS blue/
green デプロイのみがサポートされています。
Blue/Green デプロイの詳細については、「Blue/Green デプロイの概要 (p. 8)」を参照してくださ
い。

Note
CodeDeploy エージェントを使用すると、サインインしているインスタンスでデプロイを実行で
きます。AWS詳細については、「CodeDeploy エージェントを使用して、ローカルマシン上のデ
プロイパッケージを検証する (p. 345)」を参照してください。
トピック
• インプレースデプロイの概要 (p. 7)
• Blue/Green デプロイの概要 (p. 8)

インプレースデプロイの概要
Note
AWS Lambda と Amazon ECS デプロイでは、インプレイスデプロイタイプを使用できません。
インプレイスデプロイの仕組みは次のとおりです。
1. 最初に、ローカルの開発用マシンまたは同様の環境でデプロイ可能なコンテンツを作成し、アプリ
ケーション特定ファイル (AppSpec ファイル) を追加します。 AppSpec このファイルはに固有です
CodeDeploy。 CodeDeploy 実行するデプロイアクションを定義します。 AppSpec デプロイ可能なコ
ンテンツとファイルをアーカイブファイルにバンドルし、Amazon S3 GitHub バケットまたはリポジト
リにアップロードします。このアーカイブファイルは、アプリケーションリビジョン (または単にリビ
ジョン) と呼ばれます。
2. 次に、リビジョンを取得する Amazon S3 GitHub バケットまたはリポジトリ、コンテンツをデプロイ
する Amazon EC2 インスタンスのセットなど、デプロイに関する情報を提供します CodeDeploy 。
CodeDeploy Amazon EC2 インスタンスのセットをデプロイグループで呼び出します。デプロイグルー
プには、個別にタグ付けされた Amazon EC2 インスタンス、Amazon EC2 Auto Scaling グループ内の
Amazon EC2 インスタンス、またはその両方が含まれます。
デプロイグループにデプロイする新しいアプリケーションリビジョンを正常にアップロードするたび
に、そのバンドルはデプロイグループのターゲットリビジョンとして設定されます。つまり、現在デプ
ロイ対象となっているアプリケーションリビジョンがターゲットリビジョンです。これは、自動デプロ
イにプルされるリビジョンでもあります。
3. 次に、 CodeDeploy CodeDeploy 各インスタンスのエージェントがポーリングして、指定された
Amazon S3 GitHub バケットまたはリポジトリから何をいつ取得するかを決定します。
4. 最後に、 CodeDeploy 各インスタンスのエージェントは Amazon S3 GitHub バケットまたはリポジトリ
からターゲットリビジョンを取得し、 AppSpec ファイルの手順を使用して、コンテンツをインスタン
スにデプロイします。
CodeDeploy は、デプロイステータス、デプロイ設定パラメータ、インスタンスの状態を取得できるよう
に、デプロイのレコードを保持します。
API バージョン 2014-10-06
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Blue/Green デプロイの概要
Blue/Green デプロイは、アプリケーションの新しいバージョンの変更による中断を最小限に抑えながら、
アプリケーションの更新に使用されます。 CodeDeploy 本番トラフィックを再ルーティングする前に、古
いバージョンと一緒に新しいアプリケーションバージョンをプロビジョニングします。
• AWS Lambda: Lambda 関数のあるバージョンから、同じ Lambda 関数の新しいバージョンにトラ
フィックが移行します。
• Amazon ECS: Amazon ECS サービスのタスクセットから、同じ Amazon ECS サービスの最新の置き換
えタスクセットにトラフィックが移行します。
• EC2/オンプレミス: 元の環境内の、あるインスタンスセットから、インスタンスの置き換え先のセット
にトラフィックが移行します。
すべて AWS Lambda と Amazon ECS のデプロイは Blue/Green です。EC2/オンプレミス デプロイは、イ
ンプレースまたは Blue/Green です。Blue/Green デプロイには、インプレースデプロイと比べて多くのメ
リットがあります。
• トラフィックを再ルーティングするだけで、アプリケーションを新しい置き換え先環境にインストール
してテストし、本稼働環境へデプロイできます。
• EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォーム を使用している場合、最新バージョンのアプ
リケーションに切り替えることで、より迅速になり、信頼性が高まります。これは、トラフィックが終
了していない限り、トラフィックを元のインスタンスにルーティングできるためです。インプレースデ
プロイでは、以前のバージョンのアプリケーションを再デプロイすることによってバージョンをロール
バックする必要があります。
• EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォームを使用している場合、新しいインスタンスは
Blue/Green デプロイ向けにプロビジョニングされ、 up-to-date ほとんどのサーバー設定が反映されま
す。これにより、長時間実行するインスタンスで発生する問題を回避できます。
• AWS Lambda コンピューティングプラットフォームを使用している場合、元の AWS Lambda 関数バー
ジョンから新しい AWS Lambda 関数バージョンにトラフィックを移行する方法をユーザーが管理しま
す。
• Amazon ECS コンピューティングプラットフォームを使用している場合は、元のタスクセットから新し
いタスクセットにトラフィックを移行する方法を制御します。
AWS CloudFormation を使用した Blue/Green デプロイでは、次のいずれかの方法を使用できます。
• AWS CloudFormation デプロイ用のテンプレート: AWS CloudFormation テンプレートを使用してデプ
ロイを設定すると、デプロイは AWS CloudFormation 更新によってトリガーされます。リソースを変
更してテンプレートの変更をアップロードすると、AWS CloudFormation のスタック更新によって新し
いデプロイが開始されます。AWS CloudFormation テンプレートで使用できるリソースのリストについ
ては、「AWS CloudFormationCodeDeploy リファレンスのテンプレート (p. 435)」を参照してくださ
い。
• AWS CloudFormation を通じたBlue/Green デプロイメント: AWS CloudFormation を使用し、スタック
の更新を通じて Blue/Green デプロイを管理できます。スタックテンプレート内で、トラフィックルー
ティングと安定化設定を指定するだけでなく、Blue ソースと Green リソースの両方を定義します。
次に、スタックの更新中に選択したリソースを更新すると、AWS CloudFormation は必要なすべての
Green リソースを生成し、指定されたトラフィックルーティングパラメータに基づいてトラフィック
をシフトし、Blue リソースを削除します。詳細については、[AWS CloudFormationユーザーガイド] の
[ CodeDeploy を使用した Perform Amazon ECS Blue/GreenAWS CloudFormation デプロイの実行] を参
照してください。

Note
Amazon ECS Blue/Green デプロイでのみサポートされます。
API バージョン 2014-10-06
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Blue/Green デプロイを設定する方法は、使用するコンピューティングプラットフォームによって異なりま
す。

AWS Lambdaまたは Amazon ECS コンピューティングプラット
フォームの Blue/Green デプロ
AWS Lambdaまたは Amazon ECS コンピューティングプラットフォームを使用している場合は、AWS
Lambda元の関数または Amazon ECS タスクセットから新しい関数またはタスクセットにトラフィックを
移行する方法を指定する必要があります。トラフィックがどのように変化するかを示すには、以下のいず
れかのデプロイ設定を指定する必要があります。
• カナリア
• 線形
• all-at-once
カナリア構成、線形構成、 all-at-onceまたは展開構成におけるトラフィックのシフト方法については、を
参照してくださいデプロイ設定 (p. 12)。
Lambda デプロイ設定の詳細については、を参照してください でのデプロイ設定AWS Lambdaコンピュー
ティングプラットフォーム (p. 264)。
Amazon ECS デプロイ設定の詳細については、を参照してくださいAmazon ECS コンピューティングプ
ラットフォームのデプロイ設定 (p. 263)。

EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォームの Blue/
Green デプロイ
Note
EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォームでの Blue/Green デプロイには、Amazon
EC2 インスタンスを使用する必要があります。オンプレミスインスタンスは Blue/Green デプロ
イタイプではサポートされません。
EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォームを使用している場合は、次が適用されます。
Amazon EC2 タグまたは Amazon EC2 Auto Scaling グループを識別する 1 つ以上の Amazon EC2 インス
タンスが必要です。インスタンスは、以下の条件を満たす必要があります。
• 各 Amazon EC2 インスタンスには、適切な IAM インスタンスプロファイルが添付されている必要があ
ります。
• 各インスタンスで CodeDeploy エージェントをインストールして実行する必要があります。

Note
通常は、元の環境のインスタンスでアプリケーションリビジョンも実行しますが、これは Blue/
Green デプロイの要件ではありません。
Blue/Green デプロイで使用されるデプロイグループを作成するときは、置き換え先環境の指定方法を選択
できます。
既存の Amazon EC2 Auto Scaling グループのコピー:Blue/Green デプロイでは、 CodeDeploy デプロイ中
に置き換え先環境用のインスタンスを作成します。 CodeDeploy このオプションでは、指定した Amazon
EC2 Auto Scaling グループを置き換え先環境のテンプレートとして使用します。これには、同じ数の実行
中のインスタンスと他の多くの設定オプションが含まれます。
API バージョン 2014-10-06
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手動でインスタンスを選択: Amazon EC2 インスタンスタグ、Amazon EC2 Auto Scaling グループ名、ま
たはその両方を使用して、置き換え先として含めるインスタンスを指定できます。このオプションを選択
した場合、デプロイを作成するまで置き換え先環境のインスタンスを指定する必要はありません。
処理の流れ
1. 元の環境となるインスタンスや Amazon EC2 Auto Scaling グループは既にあります。Blue/Green デプ
ロイを初めて実行するときは、通常、インプレースデプロイで既に使用されているインスタンスを使用
します。
2. CodeDeploy 既存のアプリケーションでは、Blue/Green デプロイグループを作成し、インプレースデプ
ロイに必要なオプションに加えて、次を指定します。
• Blue/Green デプロイプロセスで元の環境から置き換え先環境にトラフィックをルーティングするロー
ドバランサー。
• 置き換え先環境にトラフィックを直ちに再ルーティングするか、手動で再ルーティングするまで待つ
かどうか。
• トラフィックが置き換え先インスタンスにルーティングされるレート。
• 置き換え元インスタンスを削除するか引き続き実行するかどうか。
3. このデプロイグループのデプロイを作成するときには、次の処理が行われます。
a. Amazon EC2 Auto Scaling グループをコピーすることを選択した場合、インスタンスは置き換え先環
境にプロビジョニングされます。
b. デプロイに指定したアプリケーションリビジョンは、置き換え先インスタンスにインストールされま
す。
c. デプロイグループの設定で待機時間を指定した場合、デプロイは一時停止します。これは置き換え
先環境のテストおよび確認を実行できる時間です。待機時間が終了する前にトラフィックを手動で再
ルーティングしない場合、デプロイは停止します。
d. 置き換え先環境のインスタンスは Elastic Load Balancing ロードバランサーに登録され、これらのイ
ンスタンスに対してトラフィックのルーティングが開始されます。
e. 元の環境のインスタンスは、終了するか引き続き実行するか、デプロイグループの指定に従って登録
が解除され、処理されます。

AWS CloudFormation を通じた Blue/Green デプロイ
AWS CloudFormationテンプレートを使用してリソースをモデリングすることで、 CodeDeploy Blue/
Green のデプロイを管理できます。
AWS CloudFormation テンプレートを使用して Blue/Green リソースをモデル化する場合、タスクセッ
トを更新する AWS CloudFormation でスタック更新を作成します。本稼働トラフィックは、すべて一度
に、線形デプロイとベイク処理時間を使用して、または Canary デプロイを使用してサービスの元のタ
スクセットから置き換えタスクセットにシフトします。スタックの更新により、 CodeDeploy でデプロ
イが開始されます。でデプロイのステータスと履歴を表示できますが CodeDeploy、 CodeDeploy AWS
CloudFormationテンプレート外ではリソースを作成したり管理したりすることはできません。

Note
を通じた Blue/Green デプロイではAWS CloudFormation、 CodeDeploy アプリケーションまたは
デプロイグループを作成しません。
この方法では、Amazon ECS Blue/Green デプロイのみサポートされます。AWS CloudFormation を通じた
Blue/Green デプロイの詳細については、「を使用して Amazon ECS ブルー/グリーンデプロイを作成する
AWS CloudFormation (p. 331)」を参照してください。
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ご意見をお待ちしております
ご意見をお待ちしております。お問い合わせについては、 CodeDeploy フォーラムにアクセスしてくださ
い。
トピック
• Primary Components (p. 11)
• Deployments (p. 14)
• Application Specification Files (p. 30)

CodeDeploy 主なコンポーネント
サービスの使用をスタートする前に、 CodeDeploy デプロイプロセスの主なコンポーネントを理解してお
く必要があります。
トピック
• アプリケーション (p. 11)
• コンピューティングプラットフォーム (p. 11)
• デプロイ設定 (p. 12)
• デプロイグループ (p. 12)
• デプロイタイプ (p. 13)
• IAM インスタンスプロファイル (p. 13)
• リビジョン (p. 13)
• サービスロール (p. 14)
• リビジョンの計画を立てる (p. 14)
• その他のコンポーネント (p. 14)

アプリケーション
Application はデプロイしたいアプリケーションリビジョンを一意に識別する名前です。 CodeDeploy この
名前をコンテナとして使用して、デプロイ中にリビジョン、デプロイ設定、デプロイグループの正しい組
み合わせが参照されるようにします。

コンピューティングプラットフォーム
コンピューティングプラットフォームは、 CodeDeploy アプリケーションをデプロイするプラットフォー
ムです。コンピューティングプラットフォームには次の 3 つがあります。
• EC2/オンプレミス: Amazon EC2 クラウドインスタンス、オンプレミスサーバー、またはその両方とす
ることができる物理サーバーのインスタンスを記述します。EC2/オンプレミスコンピューティングプ
ラットフォームを使用して作成されたアプリケーションは、実行可能ファイル、設定ファイル、イメー
ジなどで構成できます。
EC2/オンプレミス コンピューティングプラットフォームを使用するデプロイでは、インプレイスまた
は Blue/Green デプロイタイプを使用して、トラフィックをインスタンスに振り分ける方法を管理できま
す。詳細については、「 CodeDeploy 使い方が (p. 6)」を参照してください。
• AWS Lambda: Lambda 関数の更新バージョンで構成されるアプリケーションのデプロイに使用されま
す。AWS Lambda は、高可用性コンピューティング構造で構成されるサーバーレスコンピューティング
API バージョン 2014-10-06
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環境で Lambda 関数を管理します。コンピューティングリソースのすべての管理は、AWS Lambda に
よって実行されます。詳細については、「サーバーレスコンピューティングとアプリケーション」を参
照してください。AWS Lambda および Lambda 関数の詳細については、AWS Lambda を参照してくだ
さい。
Canary、線形設定、 all-at-once または設定を選択して、デプロイ時に更新済み Lambda 関数バージョ
ンにトラフィックを移行する方法を管理できます。
• Amazon ECS：Amazon ECS にコンテナ化されたアプリケーションをタスクセットとしてデプロイす
るために使用します。 CodeDeploy アプリケーションの更新バージョンを新しい置き換えタスクセット
としてインストールすることで、Blue/green デプロイを実行します。 CodeDeploy 本稼働トラフィッ
クを元のアプリケーションタスクセットから置き換えタスクセットに再ルーティングします。デプロイ
が正常に完了すると、元のタスクセットは削除されます。Amazon ECS の詳細については、「Amazon
Elastic Container Service」を参照してください。
Canary 設定、線形設定、 all-at-once または設定を選択して、デプロイ時に更新済みタスクセットにト
ラフィックを移行する方法を管理できます。

Note
Amazon ECS blue/green デプロイは、 CodeDeploy との両方でサポートされていますAWS
CloudFormation。これらのデプロイの詳細については、以降のセクションで説明します。

デプロイ設定
デプロイ設定は、 CodeDeploy デプロイ中にが使用する一連のデプロイルールと、デプロイの成功および
失敗の条件、デプロイの成功条件、デプロイの失敗条件です。デプロイで EC2/オンプレミスコンピュー
ティングプラットフォームを使用している場合、デプロイの正常なインスタンスの最小数を指定できま
す。デプロイで、AWS Lambdaまたは Amazon ECS コンピューティングプラットフォームを使用してい
る場合、更新された Lambda 関数または ECS タスクセットにトラフィックがルーティングされる方法を
指定できます。
EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォームを使用したデプロイに対する正常なホストの最小
数の指定については、「最小の正常なインスタンスとデプロイ (p. 258)」を参照してください。
次のデプロイ設定では、Lambda または ECS コンピューティングプラットフォームを使用するデプロイの
間にトラフィックをルーティングする方法を指定します。
• Canary: トラフィックは 2 つの増分で移行されます。事前定義された複数の Canary オプションから選
択し、最初の増分および間隔でトラフィックを更新済み Lambda 関数または ECS タスクセットに移行
する割合 (%) を分単位で指定できます。
• Linear: トラフィックは等しい増分で移行され、増分間の間隔 (分) も同じです。増分ごとに移行するト
ラフィックの割合 (%) と、増分間の間隔 (分) を指定する、事前定義済み線形オプションから選択できま
す。
• All-at-once: すべてのトラフィックを元の Lambda 関数または ECS タスクセットから更新済み関数また
はタスクセットに同時に移行します。

デプロイグループ
デプロイグループとは、個々のインスタンスのセットです。デプロイグループには、個別にタグ付けされ
た Amazon EC2 インスタンス、Amazon EC2 Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンス、ま
たはその両方が含まれます。Amazon EC2 インスタンスタグの詳細については、「コンソールでのタグの
操作」を参照してください。オンプレミスインスタンスの詳細については、「Working with On-Premises
Instances (p. 227)」を参照してください。Amazon EC2 Auto Scaling の情報に関しては、「Amazon
EC2 Auto Scaling と CodeDeploy (p. 50)」を参照してください。
API バージョン 2014-10-06
12

AWS CodeDeploy ユーザーガイド
デプロイタイプ

デプロイタイプ
デプロイタイプは、デプロイグループ内のインスタンスで最新のアプリケーションリビジョンを使用でき
るようにするために使用される方法です。次の 2 種類のデプロイタイプがあります。
• インプレイスデプロイ: デプロイグループの各インスタンス上のアプリケーションが停止され、最新の
アプリケーションリビジョンがインストールされて、新バージョンのアプリケーションが開始され検証
されます。ロードバランサーを使用し、デプロイ中はインスタンスが登録解除され、デプロイ完了後に
サービスに復元されるようにできます。EC2 オンプレミスコンピューティングプラットフォームを使
用するデプロイのみが、インプレイスデプロイを使用できます。インプレイスデプロイの詳細について
は、「インプレースデプロイの概要 (p. 7)」を参照してください。
• Blue/Green デプロイ: デプロイの動作は、使用するコンピューティングプラットフォームにより異なり
ます。
• EC2 オンプレミスコンピューティングプラットフォームの Blue/Green: 以下のステップを使用して、
デプロイグループのインスタンス (元の環境) がインスタンスの別のセット (置き換え先環境) に置き換
えられます。
• 置き換え先の環境のインスタンスがプロビジョニングされます。
• 最新のアプリケーションリビジョンは、置き換え先インスタンスにインストールされます。
• オプションの待機時間は、アプリケーションのテストやシステム検証などのアクティビティに対し
て発生します。
• 置き換え先環境のインスタンスは、Elastic Load Balancing ロードバランサーに登録され、トラ
フィックは、それらにルーティングを開始します。元の環境のインスタンスは、登録が解除され、
終了するか、他の使用のために実行することができます。

Note
EC2/オンプレミスのコンピューティングプラットフォームを使用する場合は、blue/green デ
プロイが Amazon EC2 インスタンスでのみ機能することに注意してください。
• AWS Lambdaまたは Amazon ECS コンピューティングプラットフォームの青/緑:トラフィックは、カ
ナリア、リニア、all-at-onceまたはデプロイ設定に従って段階的にシフトされます。詳細について
は、「デプロイ設定 (p. 12)」を参照してください。
• AWS CloudFormation を通じた Blue/Green デプロイ: AWS CloudFormation スタック更新の一環とし
て、トラフィックが現在のリソースから更新されたリソースに移行されます。現時点では、ECS blue/
green デプロイのみがサポートされています。
Blue/Green デプロイの詳細については、「Blue/Green デプロイの概要 (p. 8)」を参照してくださ
い。

Note
Amazon ECS blue/green デプロイは、 CodeDeploy との両方でサポートされていますAWS
CloudFormation。これらのデプロイの詳細については、以降のセクションで説明します。

IAM インスタンスプロファイル
IAM インスタンスプロファイルは Amazon EC2 インスタンスにアタッチする IAM ロールです。このプロ
ファイルには、アプリケーションが保存される Amazon S3 GitHub バケットまたはリポジトリへのアクセ
スに必要な権限が含まれます。詳細については、「ステップ 4: Amazon EC2 インスタンスの IAM インス
タンスプロファイルを作成する (p. 40)」を参照してください。

リビジョン
リビジョンとは、アプリケーションのバージョンです。AWSLambda デプロイリビジョンは、デプロイす
る Lambda 関数についての情報を指定する YAML 形式または JSON 形式のファイルです。EC2/オンプレ
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ミスのデプロイリビジョンは、ソースコード、ウェブページ、実行可能なファイル、デプロイスクリプト
などのソースコンテンツとアプリケーション仕様ファイル (ファイル)AppSpec を含むアーカイブファイル
です。 AWSLambda レビジョンは、Amazon S3 バケットに保存することができます。EC2/オンプレミス
のリビジョンは Amazon S3 GitHub バケットまたはリポジトリに格納されます。Amazon S3 では、リビ
ジョンの Amazon S3 オブジェクトキー、ETag、バージョン、またはその両方により、リビジョンが一意
に識別されます。 GitHubでは、リビジョンを一意に識別します。

サービスロール
サービスロールは、AWSのサービスに許可を付与して、AWSリソースにアクセスできるようにする IAM
ロールです。サービスロールに添付するポリシーによって、どの AWS リソースにサービスがアクセスで
きるか、およびそれらのリソースで何ができるかが決まります。 CodeDeployでは、サービスロールは、
以下の目的で使用されます。
• インスタンスに適用されているタグやインスタンスに関連付けられている Amazon EC2 Auto Scaling グ
ループ名を読み取ることができます。これにより CodeDeploy 、アプリケーションをデプロイできるイ
ンスタンスを識別できます。
• インスタンス、Amazon EC2 Auto Scaling グループ、および Elastic Load Balancing ロードバランサー
でオペレーションを実行するには。
• 指定したデプロイまたはインスタンスイベントが発生したときに通知を送信できるように、Amazon
SNS トピックに情報を公開すること。
• CloudWatch デプロイのアラームモニタリングを設定するためのアラームに関する情報を取得する。
詳細については、「ステップ 2: CodeDeploy のサービスロールの作成 (p. 33)」を参照してください。

リビジョンの計画を立てる
ターゲットリビジョンは、リポジトリにアップロードし、デプロイグループ内のインスタンスにデプロイ
したいアプリケーションリビジョンの最新バージョンです。つまり、現在デプロイの対象としているアプ
リケーションリビジョン。これは、自動デプロイにプルされるリビジョンでもあります。

その他のコンポーネント
CodeDeploy ワークフローの他のコンポーネントの詳細については、次のトピックを参照してください。
• CodeDeploy リポジトリタイプを選択する (p. 308)
• Deployments (p. 14)
• Application Specification Files (p. 30)
• Instance Health (p. 256)
• CodeDeploy エージェントの使用 (p. 170)
• Working with On-Premises Instances (p. 227)

CodeDeploy 展開
このトピックでは、 CodeDeploy のデプロイのコンポーネントおよびワークフローについて説明しま
す。デプロイプロセスは、デプロイに使用するコンピューティングプラットフォームやデプロイ方法
(Lambda、Amazon ECS、EC2/オンプレミス、または AWS CloudFormation 経由) によって異なります。

Note
Amazon ECS コンピューティングプラットフォームでのデプロイは、アジアパシフィック (大阪)
およびアジアパシフィック (ジャカルタ) リージョンではサポートされていません。
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トピック
• AWS Lambda コンピューティングプラットフォームのデプロイ (p. 15)
• Amazon ECS コンピューティングプラットフォームのデプロイ (p. 17)
• EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォームの Blue/Green デプロイ (p. 26)

AWS Lambda コンピューティングプラットフォーム
のデプロイ
このトピックでは、AWS Lambda CodeDeploy コンピューティングプラットフォームを使用するデプロイ
のコンポーネントおよびワークフローについて説明します。
トピック
• AWS Lambda コンピューティングプラットフォームのデプロイワークフロー (p. 15)
• アプリケーションリビジョンのアップロード (p. 16)
• アプリケーションとデプロイグループの作成 (p. 16)
• アプリケーションリビジョンのデプロイ (p. 16)
• アプリケーションの更新 (p. 16)
• 停止、失敗したデプロイ (p. 16)
• デプロイと再デプロイのロールバック (p. 17)

AWS Lambda コンピューティングプラットフォームのデプロイ
ワークフロー
次の図は、新規および更新された AWS Lambda 関数のデプロイの主要なステップを示しています。

ステップには以下が含まれます。
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1. アプリケーションを作成し、デプロイするアプリケーションリビジョンを一意に識別する名前を付けま
す。Lambda 関数をデプロイするには、AWS Lambda コンピューティングプラットフォームは、アプリ
ケーションを作成するときに使用します。 CodeDeploy は、この名前を使用して、デプロイグループ、
デプロイ設定、アプリケーションリビジョンなど、正しいデプロイコンポーネントを参照していること
を確認します。詳細については、「を使用してアプリケーションを作成 CodeDeploy (p. 269)」を参照
してください。
2. デプロイグループを設定するには、デプロイグループの名前を指定します。
3. 元の AWS Lambda 関数バージョンから新規の Lambda 関数バージョンにトラフィックを移行する方
法を指定するには、デプロイ設定を選択します。詳細については、「View Deployment Configuration
Details (p. 266)」を参照してください。
4. アプリケーション仕様ファイル (AppSpec ファイル) を Amazon S3 にアップロードします。 AppSpec
このファイルは、デプロイを検証するために使用される Lambda 関数のバージョンと Lambda 関数を
指定します。 AppSpec ファイルを作成しない場合は、YAML または JSON を使用して、コンソール
で直接 Lambda 関数バージョンと Lambda デプロイ検証用の関数を指定できます。詳細については、
「CodeDeploy のアプリケーションリビジョンの操作 (p. 301)」を参照してください。
5. デプロイグループにアプリケーションリビジョンをデプロイします。AWS CodeDeploy は、指定した
Lambda 関数リビジョンをデプロイします。トラフィックを Lambda 関数リビジョンに移行するには、
アプリケーション作成時に選択した AppSpec デプロイを使用します。詳細については、「CodeDeploy
を使用してデプロイを作成する (p. 318)」を参照してください。
6. デプロイの結果を確認します。詳細については、「CodeDeploy でのデプロイの (p. 351)」を参照して
ください。

アプリケーションリビジョンのアップロード
Amazon S3 AppSpec にファイルを配置するか、コンソールまたはに直接入力しますAWS CLI。詳細につ
いては、「Application Specification Files (p. 30)」を参照してください。

アプリケーションとデプロイグループの作成
AWSLambda CodeDeploy コンピューティングプラットフォーム上のデプロイグループは 1 AppSpec つ以
上のファイルのコレクションを識別します。 AppSpec 各ファイルごとに 1 つの Lambda 関数バージョン
をデプロイできます。デプロイグループは、今後のデプロイのために、アラームおよびロールバックの設
定などの設定オプションのセットを定義します。

アプリケーションリビジョンのデプロイ
これで、 AppSpec ファイルで指定した関数リビジョンをデプロイグループにデプロイできる状態になり
ました。 CodeDeploy コンソールまたは create-deploy コマンドを使用できます。デプロイを制御するた
めに指定できるパラメータ (リビジョン、デプロイグループ、デプロイ設定など) があります。

アプリケーションの更新
アプリケーションを更新し、 CodeDeploy コンソールを使用するか、create-deployment コマンドを呼び
出してリビジョンをプッシュできます。

停止、失敗したデプロイ
デプロイを停止するには、 CodeDeploy コンソールまたは stop-deployment コマンドを使用できます。デ
プロイを停止しようとする場合、次の 3 つのうち 1 つのことが発生します。
• デプロイは停止し、オペレーションは成功というステータスを返す。この場合、停止したデプロイに対
してそれ以上デプロイライフサイクルイベントは実行されません。
• デプロイは即時に停止せず、オペレーションは保留中というステータスを返す。この場合、一部のデプ
ロイライフサイクルイベントは、デプロイグループでまだ実行中である可能性があります。保留中のオ
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ペレーションが完了すると、デプロイを停止するためのそれ以降の呼び出しは、成功というステータス
を返します。
• デプロイは停止できず、オペレーションはエラーを返す。詳細については、AWS CodeDeploy API リ
ファレンスの「一般的なエラー」を参照してくださいErrorInformation。
失敗したデプロイでは、停止されたデプロイのように、一部のデプロイライフサイクルイベントが実行
済みになる場合があります。デプロイが失敗した理由を調べるには、 CodeDeploy コンソールを使用す
るか、失敗したデプロイのログファイルデータを分析することができます。詳細については、アプリケー
ションリビジョンとログファイルのクリーンアップ (p. 178) および CodeDeploy EC2/オンプレミスデプ
ロイのログデータを表示する (p. 335) を参照してください。

デプロイと再デプロイのロールバック
CodeDeploy は新しいデプロイとして、以前にデプロイされたリビジョンを再デプロイすることによっ
て、ロールバックを実装します。
デプロイが失敗した、アラームのモニタリングしきい値に一致したなど、特定の条件が満たされた場合
に、自動的にデプロイをロールバックするようグループデプロイを設定できます。個別のデプロイで、デ
プロイグループに指定されたロールバック設定をオーバーライドすることもできます。
以前のデプロイされたバージョンを手動で再デプロイして、失敗したデプロイをロールバックすることも
できます。
いずれの場合でも、新しいデプロイまたはロールバックされたデプロイには独自のデプロイ ID が割り当て
られます。 CodeDeploy コンソールで表示できるデプロイの一覧には、どれが自動デプロイの結果である
かが示されます。
詳細については、「CodeDeploy を使用してデプロイを再デプロイしてロールバックする (p. 338)」を参
照してください。

Amazon ECS コンピューティングプラットフォームの
デプロイ
このトピックでは、Amazon ECS CodeDeploy コンピューティングプラットフォームを使用するデプロイ
のコンポーネントおよびワークフローについて説明します。
トピック
• Amazon ECS デプロイを開始する前に (p. 17)
• Amazon ECS コンピューティングプラットフォームのデプロイワークフロー (高レベル) (p. 19)
• Amazon ECS デプロイ中の処理で起こっていること (p. 21)
• アプリケーションリビジョンのアップロード (p. 24)
• アプリケーションとデプロイグループの作成 (p. 24)
• アプリケーションリビジョンのデプロイ (p. 25)
•
•
•
•

アプリケーションの更新 (p. 25)
停止、失敗したデプロイ (p. 25)
デプロイと再デプロイのロールバック (p. 25)
AWS CloudFormation を通じた Amazon ECS blue/green デプロイのデプロイ (p. 25)

Amazon ECS デプロイを開始する前に
Amazon ECS アプリケーションのデプロイを開始する前に、次の準備が完了している必要があります。デ
プロイグループの作成時に指定される要件と、 AppSpec ファイルで指定される要件があります。
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要件

指定される場所

Amazon ECS クラスター

デプロイグループ

Amazon ECS サービス

デプロイグループ

Application Load Balancer および Network Load
Balancer

デプロイグループ

本稼働リスナー

デプロイグループ

テストリスナー (オプション)

デプロイグループ

2 つのターゲットグループ

デプロイグループ

Amazon ECS タスク定義

AppSpec ファイル

コンテナ名

AppSpec ファイル

コンテナポート

AppSpec ファイル

Amazon ECS クラスター
Amazon ECSクラスターは、タスクまたはサービスの論理グループです。 CodeDeploy アプリケー
ションのデプロイグループを作成するときに、Amazon ECS サービスを含む Amazon ECS クラ
スターを指定します。詳細については、「Amazon Elastic Container Service ユーザーガイド」の
「Amazon ECS のクラスター」を参照してください。
Amazon ECS サービス
Amazon ECS サービスは、Amazon ECS クラスター内のタスク定義で指定されたインスタンスを維持
し、実行します。Amazon ECS サービスが有効になっている必要があります CodeDeploy。デフォル
トでは、Amazon ECS サービスは、Amazon ECS デプロイで有効になっています。デプロイグルー
プを作成するときは、Amazon ECS クラスター内の Amazon ECS サービスをデプロイすることを選
択します。詳細については、「Amazon Elastic Container Service ユーザーガイド」の「Amazon ECS
のクラスター」を参照してください。
Application Load Balancer および Network Load Balancer
Elastic Load Balancing は、Amazon ECS デプロイで更新する Amazon ECS サービスで使用する必
要があります。Application Load Balancer または Network Load Balancer を作成できます。動的ポー
トマッピング、パスベースのルーティング、優先ルールなどの機能を利用できるように、 Application
Load Balancer をお勧めします。 CodeDeploy アプリケーションのデプロイグループを作成すると
きに、ロードバランサーを指定します。詳細については、「Amazon Elastic Container Service ユー
ザーガイド」の ロードバランサー、ターゲットグループ、リスナーをセットアップする CodeDeploy
Amazon ECS デプロイ (p. 291) と「ロードバランサーの作成」を参照してください。
リスナーが 1 人または 2 人
ロードバランサーは、リスナーを使用してターゲットグループにトラフィックをルーティングしま
す。本稼働リスナーが 1 つ必要です。検証テストの実行中、置き換えタスクセットにトラフィックを
ルーティングする、2 番目のオプションのテストリスナーを指定できます。デプロイグループを作成
するときに、一方または両方のリスナーを指定します。Amazon ECS コンソールを使用して Amazon
ECS サービスを作成すると、リスナーが作成されます。詳細については、「Elastic Load Balancing
ユーザーガイド」の「Application Load Balancer のリスナー」そして「Amazon Elastic Container
Service ユーザーガイド」の「サービスの作成」を参照してください。
2 つの Amazon ECS ターゲットグループ
ターゲットグループは、登録済みターゲットにトラフィックをルーティングするために使用されま
す。Amazon ECS デプロイには 2 つのターゲットグループが必要です。1 つは Amazon ECS アプ
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リケーションの元のタスクセット用、もう 1 つはその置き換えタスクセット用です。デプロイ中、
CodeDeploy 置き換えタスクセットを作成し、元のタスクセットから新しいタスクセットにトラ
フィックを再ルーティングします。 CodeDeploy アプリケーションのデプロイグループを作成すると
きに、ターゲットグループを指定します。
デプロイ中、ステータスPRIMARY (これが元のタスクセット) を持つ、Amazon ECS CodeDeploy サー
ビスのタスクセットに関連付けられているターゲットグループを決定し、それに一方のターゲットグ
ループを関連付けます。さらに、もう一方のターゲットグループを置き換えタスクセットと関連付け
ます。別のデプロイを行う場合、現在のデプロイの元のタスクセットに関連付けられているターゲッ
トグループは、次のデプロイの置き換えタスクセットに関連付けられています。詳細については、
「Elastic Load Balancingのユーザーガイド」の「Application Load Balancer のターゲットグループ」
を参照してください。
Amazon ECS タスク定義
Amazon ECS アプリケーションを含んだ Docker コンテナを実行するには、タスク定義 が必要です。
タスク定義の ARN は、 CodeDeploy AppSpec アプリケーションのファイルで指定します。詳細につ
いては、「Amazon Elastic Container Service ユーザーガイド」と AppSpec Amazon ECS デプロイ用
の「resources」セクション (p. 407) の「Amazon ECS のタスクロール」を参照してください。
Amazon ECS アプリケーション用のコンテナ
Docker コンテナは、コードとその依存関係をパッケージ化してアプリケーションを実行できるように
するソフトウェアのユニットです。コンテナはアプリケーションを分離して、さまざまなコンピュー
ティング環境で実行できるようにします。ロードバランサーは、Amazon ECS アプリケーションのタ
スクセットのコンテナにトラフィックをルーティングします。 CodeDeploy AppSpec アプリケーショ
ンのファイルで、コンテナの名前を指定します。 AppSpec ファイルで指定したコンテナは、Amazon
ECS タスク定義で指定したコンテナのいずれかである必要があります。詳細については、「Amazon
Elastic Container Service ユーザーガイド」と AppSpec Amazon ECS デプロイ用の「resources」セ
クション (p. 407) の「Amazon Elastic Container Service とは」を参照してください。
置き換えタスクセット用のポート
Amazon ECS デプロイ中に、ロードバランサーが、 CodeDeploy AppSpec アプリケーションの
ファイルで指定されたコンテナ上のポートにトラフィックを指定します。ポートは、 CodeDeploy
AppSpec アプリケーションのファイルで指定します。詳細については、「 AppSpec Amazon ECS デ
プロイ用の「resources」セクション (p. 407)」を参照してください。

Amazon ECS コンピューティングプラットフォームのデプロイ
ワークフロー (高レベル)
次の図表は、更新された Amazon ECS サービスのデプロイの主要なステップを示しています。
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ステップには以下が含まれます。
1. デプロイするものを個別に表す名前を指定して AWS CodeDeploy アプリケーションを作成しま
す。Amazon ECS アプリケーションをデプロイするには、AWS CodeDeployアプリケーション
で、Amazon ECS コンピューティングプラットフォームを選択します。 CodeDeploy は、デプロイ中に
アプリケーションを使用して、デプロイグループ、ターゲットグループ、リスナー、トラフィックの再
ルーティング動作、およびアプリケーションリビジョンなどの正しいデプロイコンポーネント参照しま
す。詳細については、「を使用してアプリケーションを作成 CodeDeploy (p. 269)」を参照してくださ
い。
2. デプロイグループをセットアップするには、以下を指定します。
• デプロイグループ名。
• お客様の Amazon ECS クラスターとサービス名 Amazon ECS サービスのデプロイコントローラー
は、に設定する必要があります CodeDeploy。
• 本稼働リスナー、オプションのテストリスナー、およびターゲットグループは、デプロイ中に使用さ
れます。
• 本稼働トラフィックを Amazon ECS サービスの置き換え Amazon ECS タスクセットに再ルーティン
グするタイミングや、Amazon ECS サービスの元の Amazon ECS タスクセットを終了するタイミン
グなどのデプロイ設定。
• トリガー、アラーム、ロールバック動作などのオプション設定。
3. アプリケーション仕様ファイル (AppSpec ファイル) を指定します。YAML または JSON フォーマット
でコンソールに入力するか、AWS CLI または SDK で指定して、Amazon S3 にアップロードすること
ができます。 AppSpec このファイルは、デプロイの Amazon ECS タスク定義、トラフィックをルー
ティングするコンテナ名とポートマッピング、およびデプロイのライフサイクルフックの後で実行さ
れる Lambda 関数を指定するために使用されます。コンテナ名は、Amazon ECS タスク定義内のコ
ンテナである必要があります。詳細については、「CodeDeploy のアプリケーションリビジョンの操
作 (p. 301)」を参照してください。
4. アプリケーションリビジョンをデプロイします。AWS CodeDeploy は、Amazon ECS サービス内の元
のバージョンのタスクセットから、新しい置き換えタスクセットにトラフィックを再ルーティングしま
す。デプロイグループで指定されたターゲットグループは、元のタスクセットと置き換えタスクセット
にトラフィックを提供するために使用されます。デプロイが完了すると、元のタスクセットは削除され
ます。トラフィックが再ルーティングされる前に、テストトラフィックを置き換えバージョンに提供す
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るためのオプションのテストリスナーを指定できます。詳細については、「CodeDeploy を使用してデ
プロイを作成する (p. 318)」を参照してください。
5. デプロイの結果を確認します。詳細については、「CodeDeploy でのデプロイの (p. 351)」を参照して
ください。

Amazon ECS デプロイ中の処理で起こっていること
テストリスナーを使用して Amazon ECS デプロイを開始する前に、そのコンポーネントを設定する必要が
あります。詳細については、「Amazon ECS デプロイを開始する前に (p. 17)」を参照してください。
次の図表は、Amazon ECS デプロイを開始する準備ができたときのこれらのコンポーネント間の関係を示
しています。

デプロイが開始されたら、デプロイライフサイクルイベントが一度に 1 つずつ実行され始めます。ライフ
サイクルイベントの中には、 AppSpec ファイルで指定されている Lambda 関数のみを実行するフックが
あります。次の表のデプロイのライフサイクルイベントは、実行された順序で一覧表示されています。詳
細については、「AppSpec Amazon ECS デプロイの「hooks」セクション (p. 414)」を参照してくださ
い。
ライフサイクルイベント

ライフサイクルイベントアクション

BeforeInstall (Lambda 関数のフック)

Lambda 関数を実行します。

インストール

代替タスクの設定を行います。

AfterInstall (Lambda 関数のフック)

Lambda 関数を実行します。

AllowTestTraffic

テストリスナーからターゲットグループ 2 にトラ
フィックをルーティングします。

AfterAllowTestTraffic (Lambda 関数のフッ
ク)

Lambda 関数を実行します。

BeforeAllowTraffic (Lambda 関数のフック)

Lambda 関数を実行します。

AllowTraffic

本稼働リスナーからターゲットグループ 2 にトラ
フィックをルーティングします。
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ライフサイクルイベント

ライフサイクルイベントアクション

AfterAllowTraffic

Lambda 関数を実行します。

Note
フックの Lambda 関数はオプションです。
1.
2.

BeforeInstall AppSpec ファイル内のフックで指定された Lambda 関数を実行します。
Install ライフサイクルイベント中:
a.

代替タスクセットが Amazon ECS サービスで作成されます。

b.

更新後のコンテナ化されたアプリケーションは、置き換えタスクセットにインストールされま
す。

c.

2 番目のターゲットグループは置き換えタスクセットに関連付けられています。

この図は、新しい置き換えタスクセットを含むデプロイコンポーネントを示しています。コンテナ化
されたアプリケーションはこのタスクセット内にあります。タスクセットは 3 つのタスクで構成され
ています。(アプリケーションには任意の数のタスクを含めることができます。) 2 番目のターゲット
グループが置き換えタスクセットに関連付けられました。

3.
4.

AfterInstall AppSpec ファイル内のフックで指定された Lambda 関数を実行します。
AllowTestTraffic イベントが呼び出されます。このライフサイクルイベントの間、テストリス
ナーは、更新されたコンテナ化アプリケーションにトラフィックをルーティングします。
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5.

AfterAllowTestTraffic AppSpec ファイル内のフックで指定された Lambda 関数を実行しま
す。Lambda 関数は、テストトラフィックを使用してデプロイを検証します。たとえば、Lambda 関
数はテストリスナーにトラフィックを送信し、置き換えタスクセットのメトリクスを追跡できます。
ロールバックが設定されている場合は、Lambda CloudWatch 関数内の検証テストが失敗したときに
ロールバックをトリガーするアラームを設定できます。
検証テストが完了したら、次のいずれかが発生します。
• 検証が失敗し、ロールバックが設定されている場合、デプロイステータスは Failed とマークさ
れ、コンポーネントはデプロイが開始されたときの状態に戻ります。
• 検証が失敗し、ロールバックが設定されていない場合、デプロイステータスは Failed とマークさ
れ、コンポーネントは現在の状態のまま変わりません。
• 検証が正常に完了すると、デプロイは引き続き BeforeAllowTraffic に進みます。
詳細については、「CodeDeploy での CloudWatch アラームを使用したデプロイのモニタリン
グ (p. 353)」、「自動ロールバック (p. 339)」、および「デプロイグループの詳細オプションの設
定 (p. 298)」を参照してください。

6.
7.

BeforeAllowTraffic AppSpec ファイル内のフックで指定された Lambda 関数を実行します。
AllowTraffic イベントが呼び出されます。本稼働トラフィックは、元のタスクセットから置き換え
タスクセットに再ルーティングされます。次の図は、本稼働トラフィックを受信している代替タスク
セットを示しています。
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8.
9.

AfterAllowTraffic AppSpec ファイル内のフックで指定された Lambda 関数を実行します。
すべてのイベントが正常に完了したら、デプロイステータスは Succeeded になり、元のタスクセッ
トは削除されます。

アプリケーションリビジョンのアップロード
Amazon S3 AppSpec にファイルを配置するか、コンソールまたはに直接入力しますAWS CLI。詳細につ
いては、「Application Specification Files (p. 30)」を参照してください。

アプリケーションとデプロイグループの作成
Amazon ECS CodeDeploy コンピューティングプラットフォームのデプロイグループは、更新された
Amazon ECS アプリケーションへのトラフィックを提供するリスナー、およびデプロイ中に使用される 2
つのターゲットグループを識別します。デプロイグループは、アラームおよびロールバックの設定などの
設定オプションのセットも定義します。
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アプリケーションリビジョンのデプロイ
これで、デプロイグループで指定された、更新された Amazon ECS サービスをデプロイする準備が整いま
した。 CodeDeploy コンソールまたは create-deploy コマンドを使用できます。デプロイを制御するため
に指定できるパラメータ (リビジョン、デプロイグループなど) があります。

アプリケーションの更新
アプリケーションを更新し、 CodeDeploy コンソールを使用するか、create-deployment コマンドを呼び
出してリビジョンをプッシュできます。

停止、失敗したデプロイ
デプロイを停止するには、 CodeDeploy コンソールまたは stop-deployment コマンドを使用できます。デ
プロイを停止しようとする場合、次の 3 つのうち 1 つのことが発生します。
• デプロイは停止し、オペレーションは成功というステータスを返す。この場合、停止したデプロイに対
してそれ以上デプロイライフサイクルイベントは実行されません。
• デプロイは即時に停止せず、オペレーションは保留中というステータスを返す。この場合、一部のデプ
ロイライフサイクルイベントは、デプロイグループでまだ実行中である可能性があります。保留中のオ
ペレーションが完了すると、デプロイを停止するためのそれ以降の呼び出しは、成功というステータス
を返します。
• デプロイは停止できず、オペレーションはエラーを返す。詳細については、「AWS CodeDeploy API リ
ファレンス」の「エラー情報」および「共通エラー」を参照してください。

デプロイと再デプロイのロールバック
CodeDeploy は、置き換えタスクセットから元のタスクセットにトラフィックを再ルーティングすること
により、ロールバックを実装します。
デプロイが失敗した、アラームのモニタリングしきい値に一致したなど、特定の条件が満たされた場合
に、自動的にデプロイをロールバックするようグループデプロイを設定できます。個別のデプロイで、デ
プロイグループに指定されたロールバック設定をオーバーライドすることもできます。
以前のデプロイされたバージョンを手動で再デプロイして、失敗したデプロイをロールバックすることも
できます。
いずれの場合でも、新しいデプロイまたはロールバックされたデプロイには独自のデプロイ ID が割り当て
られます。 CodeDeploy コンソールには、自動デプロイの結果であるデプロイの一覧が表示されます。
デプロイする場合、現在のデプロイの元のタスクセットに関連付けられているターゲットグループは、デ
プロイの置き換えタスクセットに関連付けられています。
詳細については、「CodeDeploy を使用してデプロイを再デプロイしてロールバックする (p. 338)」を参
照してください。

AWS CloudFormation を通じた Amazon ECS blue/green デプロ
イのデプロイ
AWS CloudFormationを使用して、Amazon ECS Blue/Green デプロイを管理できます CodeDeploy。
詳細については、「を使用して Amazon ECS ブルー/グリーンデプロイを作成するAWS
CloudFormation (p. 331)」を参照してください。

Note
AWS CloudFormation と、Amazon ECS Blue/Green を管理するには、アジアパシフィック (大阪)
リージョンではご利用いただけません。
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EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォー
ムの Blue/Green デプロイ
このトピックでは、EC2 CodeDeploy オンプレミスのコンピューティングプラットフォームを使用するコ
ンポーネントおよびワークフローについて説明します。Blue/Green デプロイの詳細については、「Blue/
Green デプロイの概要 (p. 8)」を参照してください。
トピック
• EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォームのデプロイコンポーネント (p. 26)
• EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォームのデプロイワークフロー (p. 26)
• インスタンスの設定 (p. 28)
• アプリケーションリビジョンのアップロード (p. 29)
• アプリケーションとデプロイグループの作成 (p. 29)
• アプリケーションリビジョンのデプロイ (p. 29)
• アプリケーションの更新 (p. 29)
• 停止、失敗したデプロイ (p. 29)
• デプロイと再デプロイのロールバック (p. 30)

EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォームのデプ
ロイコンポーネント
以下の図表は、EC2 CodeDeploy オンプレミスのコンピューティングプラットフォームにデプロイのコン
ポーネントを示します。

EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォームのデプ
ロイワークフロー
次の図は、アプリケーションリビジョンのデプロイの主要なステップを示しています。
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ステップには以下が含まれます。
1. アプリケーションを作成し、デプロイするアプリケーションリビジョンとアプリケーションのコン
ピューティングプラットフォームを一意に識別する名前を付けます。 CodeDeploy は、この名前を使
用して、デプロイグループ、デプロイ設定、アプリケーションリビジョンなど、正しいデプロイコン
ポーネントを参照していることを確認します。詳細については、「を使用してアプリケーションを作成
CodeDeploy (p. 269)」を参照してください。
2. アプリケーションリビジョンをデプロイするデプロイタイプとインスタンスを指定して、デプロイグ
ループをセットアップします。インプレースデプロイでは、最新のアプリケーションリビジョンでイン
スタンスを更新します。Blue/Green デプロイはロードバランサーでデプロイグループ用の代替セットを
登録し、元のインスタンスを登録解除します。
インスタンス、Amazon EC2 Auto Scaling グループ名、または両方に適用するタグを指定できます。
デプロイグループのタグのグループを指定すると、指定されたタグの少なくとも 1 CodeDeploy つが適
用されたインスタンスにデプロイします。2 つ以上のタググループを指定した場合、 CodeDeploy それ
ぞれのタググループの条件を満たすインスタンスにのみデプロイします。詳細については、「Tagging
Instances for Deployments (p. 206)」を参照してください。
いずれの場合も、インスタンスはデプロイで使用するよう設定されていること (つまり、タグが付いて
いるか、Amazon EC2 Auto Scaling グループに所属していること)、および CodeDeploy エージェント
をインストールして実行していることが必要です。
当社は、Amazon Linux または Windows Server に基づいて Amazon EC2 インスタンスをすばやく
セットアップするために使用できる AWS CloudFormation テンプレートを提供しています。また、
スタンドアロン CodeDeploy エージェントも提供しています。これにより、Amazon Linux、Ubuntu
Server、Red Hat Enterprise Linux (RRRRRR)、または Windows Server インスタンスにインストールで
きます。詳細については、「でデプロイグループを作成する CodeDeploy (p. 283)」を参照してくださ
い。
また、以下のオプションを指定できます。
• Amazon SNS の通知 成功イベントや失敗イベントなど、指定されたイベントがデプロイとインスタ
ンスで発生したときに、Amazon SNS トピックの受信者に通知を送信するトリガーを作成します。詳
細については、「Monitoring Deployments with Amazon SNS Event Notifications (p. 358)」を参照し
てください。
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• アラームベースのデプロイ管理。Amazon CloudWatch アラームモニタリングを実装して、設定した
しきい値を超えるか下回ったときに、デプロイを停止する Amazon CloudWatch アラームモニタリン
グを実装します。
• 自動デプロイロールバック。デプロイが失敗するか、アラームのしきい値に一致したときに、以前の
既知の正常なリビジョンに自動的にロールバックするようデプロイを設定します。
3. アプリケーションのリビジョンを同時にデプロイする必要があるインスタンスの数と、デプロイの
成功と失敗の条件を示すために、デプロイ構成を指定します。詳細については、「View Deployment
Configuration Details (p. 266)」を参照してください。
4. アプリケーションリビジョンを Amazon S3 にアップロードするか GitHub デプロイするファイルお
よびデプロイ中に実行するスクリプトに加えて、アプリケーション仕様ファイル (AppSpec ファイル)
を含める必要があります。このファイルには、ファイルを各インスタンスにコピーする場所や、デ
プロイスクリプトを実行するタイミングなど、デプロイの手順が含まれています。詳細については、
「CodeDeploy のアプリケーションリビジョンの操作 (p. 301)」を参照してください。
5. デプロイグループにアプリケーションリビジョンをデプロイします。 CodeDeploy デプロイグループ
の各インスタンス上のエージェントは、Amazon S3 GitHub からインスタンスにアプリケーションリビ
ジョンをコピーします。次に、 CodeDeploy エージェントは、リビジョンをバンドル解除し、 AppSpec
ファイルを使用してファイルを指定された場所にコピーして、デプロイスクリプトを実行します。詳細
については、「CodeDeploy を使用してデプロイを作成する (p. 318)」を参照してください。
6. デプロイの結果を確認します。詳細については、「CodeDeploy でのデプロイの (p. 351)」を参照して
ください。
7. リビジョンをデプロイします。ソースコンテンツのバグを修正する、別の順序でデプロイスクリプトを
実行する、または失敗したデプロイに対応する必要がある場合に、この作業を行います。これを行うに
は、変更したソースコンテンツ、デプロイスクリプト、 AppSpec およびファイルを新しいリビジョン
を再バンドルし、このリビジョンを Amazon S3 GitHub バケットまたはリポジトリにアップロードし
ます。次に、新しいリビジョンで同じデプロイグループに新しいデプロイを実行します。詳細について
は、「CodeDeploy を使用してデプロイを作成する (p. 318)」を参照してください。

インスタンスの設定
アプリケーションリビジョンを初めてデプロイする前に、インスタンスを設定する必要があります。アプ
リケーションリビジョンで 3 つの本番稼働用サーバーと 2 つのバックアップサーバーが必要な場合、5 つ
のインスタンスを起動または使用します。
インスタンスを手動でプロビジョニングするには:
1. CodeDeploy エージェントをインスタンスにインストールする CodeDeploy エージェントは、Amazon
Linux、Ubuntu サーバー、RHEL、および Windows Server インスタンスにインストールできます。
2. タグを使用してデプロイグループのインスタンスを識別する場合は、タグ付けを有効にします。
CodeDeploy はタグを使用してインスタンスを識別し、 CodeDeploy デプロイグループにグループ化す
るタグを使用します。入門チュートリアルでは両方を使用しましたが、キーまたは値を使用して、デプ
ロイグループのタグを定義できます。
3. IAM インスタンスプロファイルをアタッチして、Amazon EC2 インスタンスを起動します。
CodeDeploy エージェントでインスタンスの ID を検証するには、Amazon EC2 インスタンスを起動す
る際に IAM インスタンスプロファイルをアタッチする必要があります。
4. サービスロールを作成します。 CodeDeploy AWSアカウントのタグを拡張できるよう、サービスアクセ
スを提供します。
初回のデプロイでは、AWS CloudFormation テンプレートによってこれらすべてが実行されます。これ
により、 CodeDeploy エージェントがインストール済みの Amazon Linux または Windows Serverをベー
スに、一つの新規Amazon EC2 インスタンスを作成および設定することができます。詳細については、
「CodeDeploy のインスタンスの操作 (p. 204)」を参照してください。
API バージョン 2014-10-06
28

AWS CodeDeploy ユーザーガイド
EC2/オンプレミスコンピューティングプ
ラットフォームの Blue/Green デプロイ

Note
Blue/Green デプロイでは、置き換え先環境用の既存のインスタンスを使用するか、 CodeDeploy
デプロイプロセスの一部として新しいインスタンスをプロビジョニングするか選択できます。

アプリケーションリビジョンのアップロード
アプリケーションのソースコンテンツ構造で、 AppSpec ルートフォルダの下にファイルを配置します。
詳細については、「Application Specification Files (p. 30)」を参照してください。
zip、tar、または圧縮された tar などのアーカイブファイル形式にアプリケーションのソースコンテンツ
フォルダ構造をバンドルします。アーカイブファイル (リビジョン) を Amazon S3 GitHub バケットまたは
リポジトリにアップロードします。

Note
tar および圧縮 tar アーカイブファイル形式（.tar および .tar.gz）は、Windows Server インスタン
スではサポートされていません。

アプリケーションとデプロイグループの作成
CodeDeploy デプロイグループは、タグ、Amazon EC2 Auto Scaling グループ名、または両方に基づいて
インスタンスのコレクションを識別します。複数のアプリケーションリビジョンを同じインスタンスにデ
プロイできます。1 つのアプリケーションリビジョンを複数のインスタンスにデプロイできます
たとえば、3 つの本番稼働用サーバーに「Prod」というタグを追加し、2 つのバックアップサーバーに
「Backup」というタグを追加できます。これら 2 つのタグを使用して、 CodeDeploy アプリケーションで
2 つの異なるデプロイグループを作成し、デプロイにどちらのサーバーのセットを参加させるか (または両
方を参加させるか) 選択することができます。
デプロイグループの複数のタググループを使用して、デプロイするインスタンスのセットを減らすことが
できます。詳細については、「Tagging Instances for Deployments (p. 206)」を参照してください。

アプリケーションリビジョンのデプロイ
これで、Amazon S3 から、 GitHub またはデプロイグループにアプリケーションリビジョンをデプロイで
きる状態になりました。 CodeDeploy コンソールまたは create-deploy コマンドを使用できます。デプロ
イを制御するために指定できるパラメータ (リビジョン、デプロイグループ、デプロイ設定など) がありま
す。

アプリケーションの更新
アプリケーションを更新し、 CodeDeploy コンソールを使用するか、create-deployment コマンドを呼び
出してリビジョンをプッシュできます。

停止、失敗したデプロイ
デプロイを停止するには、 CodeDeploy コンソールまたは stop-deployment コマンドを使用できます。デ
プロイを停止しようとする場合、次の 3 つのうち 1 つのことが発生します。
• デプロイは停止し、オペレーションは成功というステータスを返す。この場合、停止したデプロイに対
してそれ以上デプロイライフサイクルイベントは実行されません。デプロイグループで一部のファイル
は既にコピーされ、一部のスクリプトは実行され、1 つ以上のインスタンスが実行されている可能性が
あります。
• デプロイは即時に停止せず、オペレーションは保留中というステータスを返す。この場合、一部のデプ
ロイライフサイクルイベントは、デプロイグループでまだ実行中である可能性があります。デプロイグ
ループで一部のファイルは既にコピーされ、一部のスクリプトは実行され、1 つ以上のインスタンスが
実行されている可能性があります。保留中のオペレーションが完了すると、デプロイを停止するための
それ以降の呼び出しは、成功というステータスを返します。
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• デプロイは停止できず、オペレーションはエラーを返す。詳細については、AWS CodeDeploy API リ
ファレンスの「一般的なエラー」を参照してくださいErrorInformation。
失敗したデプロイでは、停止されたデプロイのように、デプロイグループの 1 つ以上のインスタンスで一
部のデプロイライフサイクルイベントが実行済みになる場合があります。デプロイが失敗した理由を調べ
るには、 CodeDeploy コンソールを使用して、get-deployment-instanceコマンドを呼び出すか、失敗した
デプロイのログファイルデータを分析することができます。詳細については、アプリケーションリビジョ
ンとログファイルのクリーンアップ (p. 178) および CodeDeploy EC2/オンプレミスデプロイのログデー
タを表示する (p. 335) を参照してください。

デプロイと再デプロイのロールバック
CodeDeploy は新しいデプロイとして、以前にデプロイされたリビジョンを再デプロイすることによっ
て、ロールバックを実装します。
デプロイが失敗した、アラームのモニタリングしきい値に一致したなど、特定の条件が満たされた場合
に、自動的にデプロイをロールバックするようグループデプロイを設定できます。個別のデプロイで、デ
プロイグループに指定されたロールバック設定をオーバーライドすることもできます。
以前のデプロイされたバージョンを手動で再デプロイして、失敗したデプロイをロールバックすることも
できます。
いずれの場合でも、新しいデプロイまたはロールバックされたデプロイには独自のデプロイ ID が割り当て
られます。 CodeDeploy コンソールで表示できるデプロイの一覧には、どれが自動デプロイの結果である
かが示されます。
詳細については、CodeDeploy を使用してデプロイを再デプロイしてロールバックする (p. 338)を参照し
てください。

CodeDeploy アプリケーション仕様 (AppSpec) ファ
イル
アプリケーション仕様ファイル (AppSpec ファイル) は、CodeDeploy に固有のYAML-フォーマットまた
はJSON-フォーマットされたファイル。AppSpec ファイルは、ファイルで定義されている一連のライフサ
イクルイベントフックとして、各デプロイを管理するために使用されます。
正しい形式の AppSpec ファイルを作成する方法については、「」を参照してください。CodeDeploy
AppSpec ファイルリファレンス (p. 399)。
トピック
• Amazon ECS コンピューティングプラットフォームの AppSpec ファイル (p. 30)
• の AppSpec ファイルAWS Lambdaコンピューティングプラットフォーム (p. 31)
• EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォームの AppSpec ファイル (p. 31)
• CodeDeploy エージェントが AppSpec ファイルを使用する方法 (p. 31)

Amazon ECS コンピューティングプラットフォームの
AppSpec ファイル
アプリケーションで Amazon ECS コンピューティングプラットフォームを使用している場合、AppSpec
ファイルは、YAML 形式または JSON 形式にすることができます。また、コンソールのエディタに直接入
力することもできます。AppSpec ファイルは、次の指定に使用されます。
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• Amazon ECS サービスの名前と、新しいタスクセットにトラフィックを送信するために使用されるコン
テナ名とポート。
• 検証テストとして使用される関数。
Lambda 関数は、デプロイライフサイクルイベント後に検証を実行できます。詳細については、
「AppSpec Amazon ECS デプロイの「hooks」セクション (p. 414)」、「 AppSpec Amazon ECS デプ
ロイのファイル構造 (p. 401)」、および「 AppSpec Amazon ECS デプロイのファイル例 (p. 427)」を
参照してください。

の AppSpec ファイルAWS Lambdaコンピューティン
グプラットフォーム
アプリケーションでアプリケーションでAWSLambda コンピューティングプラットフォームで、AppSpec
ファイルは、YAML 形式または JSON 形式にすることができます。また、コンソールのエディタに直接入
力することもできます。AppSpec ファイルは、次の指定に使用されます。
• デプロイする AWS Lambda 関数のバージョン。
• 検証テストとして使用される関数。
Lambda 関数は、デプロイライフサイクルイベント後に検証を実行できます。詳細については、
「AppSpec 用の「hoks」セクションAWSLambda デプロイ (p. 418)」を参照してください。

EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォー
ムの AppSpec ファイル
アプリケーションで EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォームを使用している場
合、AppSpec ファイルは必ず YAML 形式になります。AppSpec ファイルは、次の目的で使用されます。
• アプリケーションリビジョンのソースファイルを、インスタンスの宛先にマッピングする。
• デプロイされたファイルのカスタムアクセス権限を指定する。
• デプロイプロセスのさまざまなフェーズにおいて、各インスタンスで実行するスクリプトを指定する。
インスタンスのスクリプトは、多くのデプロイライフサイクルイベントの後で実行できます。CodeDeploy
はファイルで指定されているスクリプトのみを実行しますが、これらのスクリプトは、インスタンスの
他のスクリプトを呼び出すことができます。インスタンスで実行しているオペレーティングシステムでサ
ポートされている限り、任意のタイプのスクリプトを実行できます。詳細については、「AppSpec EC2/オ
ンプレミスデプロイの「hooks」セクション (p. 420)」を参照してください。

CodeDeploy エージェントが AppSpec ファイルを使
用する方法
デプロイ中、CodeDeploy エージェントは、現在のイベントの名前をフックAppSpec ファイルのセク
ション。イベントが見つからない場合、CodeDeploy エージェントは次のステップに進みます。イベン
トが見つかった場合、CodeDeploy エージェントは実行するスクリプトのリストを取得します。スクリ
プトはファイルに表示された順序で、順に実行されます。各スクリプトのステータスはインスタンスの
CodeDeploy エージェントログファイルに記録されます。
スクリプトが正常に実行すると、終了コード 0 (ゼロ) を返します。

Note
CodeDeploy エージェントは、AWSLambda または Amazon ECS デプロイメントです。
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期間中インストールイベントの場合、CodeDeploy エージェントは、で定義されているマッピングを使用
します。ファイルの AppSpec ファイルのセクションで、リビジョンからインスタンスにコピーするフォ
ルダまたはファイルを判断します。
オペレーティングシステムにインストールされた CodeDeploy エージェントが、AppSpec ファイルに記載
されているものに一致しない場合、デプロイは失敗します。
CodeDeploy エージェントログファイルの詳細については、「」を参照してください。 CodeDeploy エー
ジェントの使用 (p. 170)。
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CodeDeploy の開始方法
AWS CodeDeploy を初めて使用する場合は、セットアップステップを完了する必要があります。
開始するには、AWS アカウントにサインアップする必要があります。サインアップするには、次のページ
に移動します。https://aws.amazon.com/を選択しを作成するAWSアカウント。
その後、このセクションの他の設定タスクを続行することができます。
トピック
• ステップ 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. 33)
• ステップ 2: CodeDeploy のサービスロールの作成 (p. 33)
• ステップ 3: IAM ユーザーのプロビジョニング (p. 39)
• ステップ 4: Amazon EC2 インスタンスの IAM インスタンスプロファイルを作成する (p. 40)

ステップ 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
から CodeDeploy コマンドを呼び出すにはAWS CLIローカル開発マシンでは、AWS CLI。CodeDeploy コ
マンドは、のバージョン 1.6.1 で使用できるようになりました。AWS CLI。オンプレミスインスタンスで
使用するための CodeDeploy コマンドは、の 1.7.19 で使用できるようになりました。AWS CLI。
古いバージョンのAWS CLIがインストールされている場合は、CodeDeploy 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。aws --version を呼び出してバージョンを確認します。
AWS CLI をインストールまたはアップグレードするには:
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.

を設定するにはAWS CLI「」を参照してください。設定:AWS Command Line InterfaceそしてIAM
ユーザーのアクセスキーの管理。

Important

3.

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。に記載されてい
る、のサポート対象リージョンを 1 つ選択します。リージョンとエンドポイントのAWS全般
のリファレンス。
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 deploy help

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

ステップ 2: CodeDeploy のサービスロールの作成
AWS では、サービスロールを使用して AWS のサービスにアクセス許可を付与することで、このサービス
から AWS リソースにアクセスできるようにします。サービスロールにアタッチするポリシーによって、
どの リソースにサービスがアクセスできるか、およびそれらのリソースで何ができるかが決まります。
CodeDeploy 用に作成するサービスロールで、コンピューティングプラットフォームに必要なアクセス許
可がを付与する必要があります。複数のコンピューティングプラットフォームにデプロイする場合は、そ
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れぞれにサービスロールを 1 つずつ作成します。アクセス権限を追加するには、次の 1 つ以上をアタッチ
します。AWS提供されたポリシー:
EC2/オンプレミスのデプロイの場合、AWSCodeDeployRoleポリシー。これは、サービスロールで以下を
実行するためのアクセス許可を提供します。
• インスタンスのタグを読み取る、または Amazon EC2 Auto Scaling グループ名により Amazon EC2 イ
ンスタンスを識別します。
• Amazon EC2 Auto Scaling グループ、ライフサイクルフック、スケーリングポリシーの読み取り、作
成、更新、削除を行います。
• Amazon SNS トピックに情報を公開します。
• CloudWatch アラームに関する情報を取得します。
• Elastic Load Balancing を読んで、

Note
起動テンプレートを使用して Auto Scaling グループを作成する場合は、次のアクセス許可を追
加する必要があります。
• ec2:RunInstances
• ec2:CreateTags
• iam:PassRole
詳細については、「」を参照してください。ステップ 2: サービスロールの作成 (p. 33),Auto
Scaling グループの起動テンプレートの作成, および起動テンプレートのサポートのAmazon
EC2 Auto Scaling ユーザーガイド。
Amazon ECS デプロイの場合、サポートサービスへのフルアクセスが必要な場合
は、AWSCodeDeployRoleForECSポリシー。これは、サービスロールで以下を実行するためのアクセス
許可を提供します。
• Amazon ECS タスクセットを読んで、更新、削除します。
• Elastic Load Balancing ターゲットグループ、リスナー、ルールを更新します。
• AWS Lambda 関数を呼び出します。
• Amazon S3 バケットのリビジョンファイルにアクセスします。
• CloudWatch アラームに関する情報を取得します。
• Amazon SNS トピックに情報を公開します。
Amazon ECS デプロイの場合、サポートサービスへの制限付きのアクセスが必要な場合
は、AWSCodeDeployRoleForECSLimitedポリシー。これは、サービスロールで以下を実行するための
アクセス許可を提供します。
• Amazon ECS タスクセットを読んで、更新、削除します。
• CloudWatch アラームに関する情報を取得します。
• Amazon SNS トピックに情報を公開します。
を使用する場合AWSLambda デプロイ、Amazon SNS への公開を許可する場合
は、AWSCodeDeployRoleForLambdaポリシー。これは、サービスロールで以下を実行するためのアクセ
ス許可を提供します。
• AWS Lambda 関数およびエイリアスの読み取り、更新、呼び出しを行います。
• Amazon S3 バケットのリビジョンファイルにアクセスします。
• CloudWatch アラームに関する情報を取得します。
• Amazon SNS トピックに情報を公開します。
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を使用する場合AWSLambda デプロイ、Amazon SNS へのアクセスを制限する場合
は、AWSCodeDeployRoleForLambdaLimitedポリシー。これは、サービスロールで以下を実行するた
めのアクセス許可を提供します。
• AWS Lambda 関数およびエイリアスの読み取り、更新、呼び出しを行います。
• Amazon S3 バケットのリビジョンファイルにアクセスします。
• CloudWatch アラームに関する情報を取得します。
また、サービスロールの設定の一環として、アクセス権限を付与するエンドポイントを指定するために信
頼関係を更新します。
IAM コンソールを使用して、サービスロールを作成できます。AWS CLI、または IAM API です。
トピック
• サービスロールの作成 (コンソール) (p. 35)
• サービスロールの作成 (CLI) (p. 36)
• サービスロール ARN の取得 (コンソール) (p. 38)
• サービスロール ARN (CLI) を取得します。 (p. 39)

サービスロールの作成 (コンソール)
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] を選択し、続いて [Create role] を選択します。

3.

リポジトリの []ロールの作成ページで、[] を選択します。AWSサービスで、からこのロールを使用す
るサービスを選択リスト、[] を選択します。CodeDeploy。

4.

[ユースケースの選択] で、ユースケースを選択します。
• EC2/オンプレミスのデプロイの場合、[] を選択します。CodeDeploy。
• Amazon ECS デプロイの場合は、CodeDeploy-ECS。
• を使用する場合AWSLambda デプロイLambda 向けCodeDeploy。

5.

[Next: (次へ:)] を選択します アクセス許可.

6.

[アタッチされたアクセス権限ポリシー] ページに、アクセス権限ポリシーが表示されます。[Next: (次
へ:)] を選択します タグ

7.

リポジトリの []確認の [] ページロール名に、サービスロールの名前を入力します
(例:CodeDeployServiceRole) を選択してから、[] を選択します。ロールの作成。
このサービスロールの説明を、[] に入力することもできます。ロールの説明。

8.

現在サポートされているすべてのエンドポイントへのアクセス権限をサービスロールに付与する場合
は、この手順を終了します。
このサービスロールが一部のエンドポイントにアクセスできないようにするには、ロールのリスト
で、作成したロールを参照して選択し、次のステップに進みます。

9.

[信頼関係] タブで、[信頼関係の編集] を選択します。

10. 次のポリシーでは、サポートされているすべてのエンドポイントにアクセスする権限をサービスロー
ルに付与します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
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}

]

}

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

サポートされているエンドポイントの一部にのみアクセスする権限をサービスロールに付与するに
は、[Policy Document (ポリシードキュメント)] ボックスの内容を以下のポリシーで置き換えます。ア
クセスを除外するエンドポイントの行を削除し、[Update Trust Policy (信頼ポリシーの更新)] を選択し
ます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"codedeploy.us-east-2.amazonaws.com",
"codedeploy.us-east-1.amazonaws.com",
"codedeploy.us-west-1.amazonaws.com",
"codedeploy.us-west-2.amazonaws.com",
"codedeploy.eu-west-3.amazonaws.com",
"codedeploy.ca-central-1.amazonaws.com",
"codedeploy.eu-west-1.amazonaws.com",
"codedeploy.eu-west-2.amazonaws.com",
"codedeploy.eu-central-1.amazonaws.com",
"codedeploy.ap-east-1.amazonaws.com",
"codedeploy.ap-northeast-1.amazonaws.com",
"codedeploy.ap-northeast-2.amazonaws.com",
"codedeploy.ap-southeast-1.amazonaws.com",
"codedeploy.ap-southeast-2.amazonaws.com",
"codedeploy.ap-south-1.amazonaws.com",
"codedeploy.sa-east-1.amazonaws.com"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

サービスロールの作成についての詳細は、「」を参照してください。にアクセス許可を委任するロールの
作成AWSサービスのIAM ユーザーガイド。

サービスロールの作成 (CLI)
1.

開発マシンで、たとえば、CodeDeployDemo-Trust.json という名前のテキストファイルを作成し
ます。このファイルは、CodeDeploy がユーザーの代理操作の実行を許可するのに使用されます。
以下の いずれかを 実行します。
• サポートされているすべてのアクセス権限を付与するにはAWS[Regions (リージョン)] で、ファイ
ルに次の内容を保存します。
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{

}

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

• サポートされているリージョンの一部にのみアクセスする権限を付与するには、ファイルに次の内
容を入力し、アクセスを除外するリージョンの行を削除します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"codedeploy.us-east-2.amazonaws.com",
"codedeploy.us-east-1.amazonaws.com",
"codedeploy.us-west-1.amazonaws.com",
"codedeploy.us-west-2.amazonaws.com",
"codedeploy.eu-west-3.amazonaws.com",
"codedeploy.ca-central-1.amazonaws.com",
"codedeploy.eu-west-1.amazonaws.com",
"codedeploy.eu-west-2.amazonaws.com",
"codedeploy.eu-central-1.amazonaws.com",
"codedeploy.ap-east-1.amazonaws.com",
"codedeploy.ap-northeast-1.amazonaws.com",
"codedeploy.ap-northeast-2.amazonaws.com",
"codedeploy.ap-southeast-1.amazonaws.com",
"codedeploy.ap-southeast-2.amazonaws.com",
"codedeploy.ap-south-1.amazonaws.com",
"codedeploy.sa-east-1.amazonaws.com"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

Note
リストにある最後のエンドポイントの後にコンマを使用しないでください。
2.

同じディレクトリから、create-role コマンドを呼び出し、先ほど作成したテキストファイルの情報に
基づく CodeDeployServiceRole という名前のサービスロールを作成します。
aws iam create-role --role-name CodeDeployServiceRole --assume-role-policy-document
file://CodeDeployDemo-Trust.json
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Important
ファイル名の前に必ず file:// を含めてください。このコマンドでは必須です。
コマンドの出力で、Arn オブジェクトの下にある Role エントリの値を書きとめておきます。これ
は、後でデプロイグループを作成する際に必要になります。値を忘れた場合は、サービスロール ARN
(CLI) を取得します。 (p. 39) の手順に従います。
3.

使用する管理ポリシーは、コンピューティングプラットフォームによって異なります。
• EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォームにデプロイする場合は、以下を行います。
を呼び出します。attach-role-policyというサービスロールを付与するコマン
ドCodeDeployServiceRoleという名前の IAM 管理ポリシーに基づくアクセス許
可AWSCodeDeployRole。以下はその例です。
aws iam attach-role-policy --role-name CodeDeployServiceRole --policy-arn
arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCodeDeployRole

• にデプロイする場合は、AWSLambda コンピューティングプラットフォーム:
を呼び出します。attach-role-policyというサービスロールを付与するコマン
ドCodeDeployServiceRoleという名前の IAM 管理ポリシーに基づくアクセス許
可AWSCodeDeployRoleForLambdaまたはAWSCodeDeployRoleForLambdaLimited。以下はそ
の例です。
aws iam attach-role-policy --role-name CodeDeployServiceRole --policy-arn
arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCodeDeployRoleForLambda

• Amazon ECS コンピューティングプラットフォームにデプロイする場合は、以下を行います。
を呼び出します。attach-role-policyというサービスロールを付与するコマン
ドCodeDeployServiceRoleという名前の IAM 管理ポリシーに基づくアクセス許
可AWSCodeDeployRoleForECSまたはAWSCodeDeployRoleForECSLimited。以下はその例で
す。
aws iam attach-role-policy --role-name CodeDeployServiceRole --policy-arn
arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeDeployRoleForECS

サービスロールの作成についての詳細は、「」を参照してください。向けのロールの作成AWSサービ
スのIAM ユーザーガイド。

サービスロール ARN の取得 (コンソール)
IAM コンソールを使用してサービスロールの ARN を取得するには、以下を行います。
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。

3.

[フィルタ] テキストボックスに、「CodeDeployServiceRole」と入力して、Enter キーを押しま
す。

4.

[CodeDeployServiceRole] を選択します。

5.

[ロールの ARN] フィールドの値を書き留めます。
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サービスロール ARN (CLI) を取得します。
AWS CLI を使用してサービスロールの ARN を取得するには、CodeDeployServiceRole という名前の
サービスロールに対して get-role コマンドを呼び出します。
aws iam get-role --role-name CodeDeployServiceRole --query "Role.Arn" --output text

返される値はサービスロールの ARN です。

ステップ 3: IAM ユーザーのプロビジョニング
以下の手順に従って、CodeDeploy を使用するための IAM ユーザーを準備します。
1.
2.

IAM ユーザーを作成するか、ユーザーに関連付けられている IAM ユーザーを使用します。AWSアカ
ウント. 詳細については、「」を参照してください。IAM ユーザーの作成にIAM ユーザーガイド。
IAM ユーザーに CodeDeploy へのアクセス許可を付与します。AWSサービスとアクション
CodeDeploy は次のポリシーをコピーして IAM ユーザーにアタッチすることによって依存します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "CodeDeployAccessPolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"autoscaling:*",
"codedeploy:*",
"ec2:*",
"lambda:*",
"ecs:*",
"elasticloadbalancing:*",
"iam:AddRoleToInstanceProfile",
"iam:AttachRolePolicy",
"iam:CreateInstanceProfile",
"iam:CreateRole",
"iam:DeleteInstanceProfile",
"iam:DeleteRole",
"iam:DeleteRolePolicy",
"iam:GetInstanceProfile",
"iam:GetRole",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:ListInstanceProfilesForRole",
"iam:ListRolePolicies",
"iam:ListRoles",
"iam:PutRolePolicy",
"iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
"s3:*",
"ssm:*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "CodeDeployRolePolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::account-ID:role/CodeDeployServiceRole"
}
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}

]

前述のポリシーで、arn: aws: iam# ##### ID: role/CodeDeployServiceRole「」で作成し
た CodeDeploy サービスロールの ARN 値を指定します。ステップ 2: CodeDeploy のサービスロール
の作成 (p. 33)。ARN 値は、IAM コンソールのサービスロールの詳細ページにあります。
前述のポリシーにより、デプロイに必要なアクセス権を IAM ユーザーに付与します。AWSLambda
コンピューティングプラットフォーム、EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォー
ム、Amazon ECS コンピューティングプラットフォーム。
IAM ユーザーにポリシーをアタッチする方法については、「」を参照してください。ポリシーの
使用。CodeDeploy アクションとリソースの制限されたセットにユーザーを制限する方法について
は、「」を参照してください。AWS CodeDeploy のためのアイデンティティおよびアクセス管理
(p. 370)。
♪AWS CloudFormationこのドキュメントに記載されている CodeDeploy と互換性がある Amazon EC2
インスタンスを起動するためのテンプレート。を使用するにはAWS CloudFormationテンプレート:ア
プリケーション、デプロイグループ、またはデプロイ設定を作成するには、IAM ユーザーにへのアク
セス許可を付与する必要があります。AWS CloudFormation—そしてAWSサービスおよびアクション
AWS CloudFormation次のものに依存します。IAM ユーザーに追加のポリシーをアタッチすることに
よって、次のようになります。
{

}

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

これらのステートメントに示されている他の AWS のサービスの詳細については、以下を参照してく
ださい。
• の概要AWS Identity and Access Managementポリシー
• ロードバランサーへのユーザーアクセスの制御
• Auto Scaling リソースへのアクセスを制御する
• 管理AWS CloudFormationへのアクセス元AWS Identity and Access Management

ステップ 4: Amazon EC2 インスタンスの IAM イン
スタンスプロファイルを作成する
Note
Amazon ECSを使用している場合AWSLambda コンピューティングプラットフォーム、この手
順をスキップしてください。Amazon ECS デプロイメントは Amazon ECS サービスをデプロ
イし、AWSLambda デプロイではサーバーレス Lambda 関数のバージョンをデプロイするた
め、Amazon EC2 インスタンスのインスタンスプロファイルは必要ありません。
Amazon EC2 インスタンスには、アプリケーションが保存される Amazon S3 バケットまたは GitHub レ
ポジトリへのアクセス権限が必要です。CodeDeploy と互換性がある Amazon EC2 インスタンスを起動
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するには、追加の IAM ロール、インスタンスプロファイル。以下の手順では、Amazon EC2 インスタ
ンスにアタッチされる IAM インスタンスプロファイルを作成する方法について説明します。このロール
は、アプリケーションが保存される Amazon S3 バケットまたは GitHub レポジトリへのアクセス権限
を、CodeDeploy に付与します。
IAM インスタンスプロファイルを作成するには、AWS CLI、IAM コンソール、または IAM API。

Note
IAM インスタンスプロファイルは、起動時の Amazon EC2 インスタンスまたは以前に起動したイ
ンスタンスに添付できます。詳細については、「」を参照してください。インスタンスプロファ
イル。
トピック
• Amazon EC2 インスタンス用 IAM インスタンスプロファイルを作成する (CLI) (p. 41)
• Amazon EC2 インスタンスの IAM インスタンスプロファイルを作成する (コンソール) (p. 43)

Amazon EC2 インスタンス用 IAM インスタンスプロ
ファイルを作成する (CLI)
以下のステップでは、「CodeDeploy の開始方法 (p. 33)」にある最初の 3 つの手順の指示に従っている
ことを前提としています。
1.

開発マシンで、CodeDeployDemo-EC2-Trust.json という名前のテキストファイルを作成しま
す。Amazon EC2 がお客様に代わって動作することを許可する、次の内容を貼り付けます。
{

}

2.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ec2.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

同じディレクトリで、CodeDeployDemo-EC2-Permissions.json という名前のテキストファイル
を作成します。以下の内容を貼り付けます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]
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Note
このポリシーを Amazon EC2 インスタンスがアクセスする必要のある Amazon S3 バケット
にのみ制限することをお勧めします。CodeDeploy エージェントを含む Amazon S3 バケット
へのアクセスを必ず許可してください。そうしない場合、インスタンスに CodeDeploy エー
ジェントがインストールされる、または更新されるときに、エラーが発生する可能性があり
ます。Amazon S3 の一部の CodeDeploy リソースキットバケットにのみアクセスする権限を
IAM インスタンスプロファイルに付与するには、以下のポリシーを使用し、アクセスを除外
するバケットの行を削除します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::replace-with-your-s3-bucket-name/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-us-east-2/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-us-east-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-us-west-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-us-west-2/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ca-central-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-eu-west-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-eu-west-2/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-eu-west-3/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-eu-central-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-east-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-northeast-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-northeast-2/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-southeast-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-southeast-2/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-south-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-sa-east-1/*"
]
}
]

Note
を使用したいの場合IAM 認証または、CodeDeploy を使用した Amazon Virtual Private
Cloud (VPC) エンドポイントでは、権限を追加する必要があります。「」を参照してくださ
い。Amazon Virtual Private Cloud で CodeDeploy詳細については.
3.

同じディレクトリから、create-roleIAM ロールを作成するコマンドCodeDeployDemo-EC2Instance-Profile[] を、最初のファイルの情報に基づいて指定します。

Important
ファイル名の前に必ず file:// を含めてください。このコマンドでは必須です。
aws iam create-role --role-name CodeDeployDemo-EC2-Instance-Profile --assume-rolepolicy-document file://CodeDeployDemo-EC2-Trust.json

4.

同じディレクトリから、put-role-policy コマンドを呼び出して、2 番目のファイルの情報に基づいて
CodeDeployDemo-EC2-Instance-Profile という名前のロールアクセス許可を付与します。
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Important
ファイル名の前に必ず file:// を含めてください。このコマンドでは必須です。
aws iam put-role-policy --role-name CodeDeployDemo-EC2-Instance-Profile --policyname CodeDeployDemo-EC2-Permissions --policy-document file://CodeDeployDemo-EC2Permissions.json

5.

を呼び出します。attach-role-policySSM が CodeDeploy エージェントをインストールできるように、
ロールに Amazon EC2 Systems Manager のアクセス許可を付与します。コマンドラインを使用して
パブリック Amazon S3 バケットからエージェントをインストールする場合、このポリシーは必要あ
りません。の詳細情報CodeDeploy エージェントのインストール。
aws iam attach-role-policy --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonSSMManagedInstanceCore --role-name CodeDeployDemo-EC2-Instance-Profile

6.

を呼び出します。create-instance-profileコマンドの後にadd-role-to-instance-profileIAM インス
タンスプロファイルを作成するコマンドCodeDeployDemo-EC2-Instance-Profile。イン
スタンスプロファイルにより、Amazon EC2 はという名前の IAM ロールを渡すことができま
す。CodeDeployDemo-EC2-Instance-Profileインスタンスが最初に起動されるときに Amazon
EC2 インスタンスに移動します。
aws iam create-instance-profile --instance-profile-name CodeDeployDemo-EC2-InstanceProfile
aws iam add-role-to-instance-profile --instance-profile-name CodeDeployDemo-EC2Instance-Profile --role-name CodeDeployDemo-EC2-Instance-Profile

IAM インスタンスプロファイルの名前を取得する必要がある場合は、「」ロール用のインスタンスプ
ロファイルをリストするの IAM セクションのAWS CLIリファレンス。
これで、Amazon EC2 インスタンスにアタッチされる IAM インスタンスプロファイルを作成しました。詳
細については、「」を参照してください。Amazon EC2 の IAM ロールのAmazon EC2 ユーザーガイド。

Amazon EC2 インスタンスの IAM インスタンスプロ
ファイルを作成する (コンソール)
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.

IAM コンソールのナビゲーションペインで、[] を選択します。ポリシー[] を選択してから、ポリシー
の作成。([Get Started] (使用開始) ボタンが表示された場合は、そのボタンを選択してから、[Create
Policy] (ポリシーの作成) を選択します)。

3.

[ポリシーの作成] ページで、[JSON] タブに以下を貼り付けます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]
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}

Note
このポリシーを Amazon EC2 インスタンスがアクセスする必要のある Amazon S3 バケット
にのみ制限することをお勧めします。CodeDeploy エージェントを含む Amazon S3 バケット
へのアクセスを必ず許可してください。そうしない場合、インスタンスに CodeDeploy エー
ジェントがインストールされる、または更新されるときに、エラーが発生する可能性があり
ます。Amazon S3 の一部の CodeDeploy リソースキットバケットにのみアクセスする権限を
IAM インスタンスプロファイルに付与するには、以下のポリシーを使用し、アクセスを除外
するバケットの行を削除します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::replace-with-your-s3-bucket-name/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-us-east-2/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-us-east-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-us-west-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-us-west-2/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ca-central-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-eu-west-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-eu-west-2/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-eu-west-3/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-eu-central-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-east-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-northeast-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-northeast-2/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-southeast-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-southeast-2/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-south-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-sa-east-1/*"
]
}
]

Note
を使用したいの場合IAM 認証または、CodeDeploy を使用した Amazon Virtual Private
Cloud (VPC) エンドポイントでは、権限を追加する必要があります。「」を参照してくださ
い。Amazon Virtual Private Cloud で CodeDeploy詳細については.
4.

[Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。

5.

[ポリシーの作成] ページで、[CodeDeployDemo-EC2-Permissionsポリシー名] ボックスに「」と
入力します。

6.

(オプション) [説明] に、ポリシーの説明を入力します。

7.

[Create Policy] (ポリシーの作成) を選択します。

8.

ナビゲーションペインで [Roles] を選択し、続いて [Create role] を選択します。

9.

[Create role (ロールの作成)] ページで、[AWS service (サービス)] を選択し、[Choose the service that
will use this role (このロールを使用するサービスを選択)] リストから [EC2] を選択します。

10. [Select your use case] リストで、[EC2] を選択します。
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11. [Next: (次へ:)] を選択します アクセス許可.
12. ポリシーのリストで、作成したポリシー (CodeDeployDemo-EC2-Permissions) の横にあるチェック
ボックスをオンにします。必要に応じて、検索ボックスを使用してポリシーを見つけます。
13. Systems Manager を使用して CodeDeploy エージェントをインストールまたは設定するには、
[AmazonSSMManagedInstanceCore] の横にあるボックスを選択します。この AWS 管理ポリシーによ
り、インスタンスは Systems Manager サービスコア機能を使用できます。必要に応じて、検索ボッ
クスを使用してポリシーを見つけます。コマンドラインを使用してパブリック Amazon S3 バケット
からエージェントをインストールする場合、このポリシーは必要ありません。の詳細情報CodeDeploy
エージェントのインストール。
14. [Next: (次へ:)] を選択します [Tags] (タグ)
15. [] のままにするタグの追加 (オプション)ページを変更しないで、次へ: 確認.
16. リポジトリの []確認ページ ()ロール名[] に、サービスロールの名前を入力します
(例:CodeDeployDemo-EC2-Instance-Profile) を選択してから、ロールの作成。
このサービスロールの説明を [] に入力することもできます。ロールの説明。
これで、Amazon EC2 インスタンスにアタッチされる IAM インスタンスプロファイルを作成しました。詳
細については、「」を参照してください。Amazon EC2 の IAM ロールのAmazon EC2 ユーザーガイド。
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CodeDeploy との製品とサービスの統
合
デフォルトでは、CodeDeploy はの複数のと統合されます。AWSサービスおよびパートナーの製品とサー
ビス。以下の情報は、使用する製品やサービスを統合するための CodeDeploy の設定に役立ちます。
• AWS の他のサービスとの統合 (p. 46)
• パートナーの製品やサービスとの統合 (p. 57)
• コミュニティから統合の例 (p. 63)

AWS の他のサービスとの統合
CodeDeploy は、以下に統合されています。AWSサービス:
Amazon CloudWatch

Amazon CloudWatchは、のモニタリングサービス
ですAWSクラウドリソースとで実行されるアプリ
ケーションAWS。Amazon CloudWatch を使用し
て、メトリクスの収集とトラッキング、ログファ
イルの収集とモニタリング、アラームの設定がで
きます。CodeDeploy は、次の CloudWatch ツール
をサポートしています。
• CloudWatch アラームでは、デプロイをモニタ
リングし、指定したモニタリングメトリクスが
CloudWatch アラームルールで指定したしきい
値を超えるか下回った場合にデプロイを停止し
ます。アラームモニタリングを使用するには、
まず CloudWatch でアラームを設定します。次
に、CloudWatch でアラームを設定します。次
に、CodeDeploy でアラームをアプリケーション
またはデプロイグループに追加し、アラームが
アクティブになったときに停止させます。
詳細はこちら :
• CloudWatch Logs アラームの作成d\
• Amazon CloudWatch EventsCodeDeploy オペ
レーションでのインスタンスまたはデプロイの
状態の変更を検出し、対応できます。次に、作
成したルールに基づいて CloudWatch Events
は、デプロイまたはインスタンスが、ルールで
指定した状態になると、1 つ以上のターゲットア
クションを呼び出します。
詳細はこちら :
• Amazon CloudWatch Events でのデプロイの
モニタリング (p. 354)
• Amazon CloudWatch Logsでは、インスタンスに
個別にサインインせずに CodeDeploy エージェ
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ントによって作成された 3 種類のログをモニタ
リングします。
詳細はこちら :
• CloudWatch Logs コンソールでの
CodeDeploy ログの表示
Amazon EC2 Auto Scaling (日本語)

CodeDeployAmazon EC2 Auto Scaling (日本語)。
このAWSサービスを使用して、以下の例のよう
に、指定した条件に基づいて Amazon EC2 インス
タンスを自動的に起動できます。
• 指定された CPU 使用率の制限を超えた。
• ディスクの読み書き。
• 指定された期間のインバウンドまたはアウトバ
ウンドのネットワークトラフィック。
必要に応じて Amazon EC2 インスタンスのグルー
プをスケールアウトできます。次に、CodeDeploy
を使用してアプリケーションリビジョンを自動的
にデプロイできます。Amazon EC2 Auto Scaling
は、それらの Amazon EC2 インスタンスが不要に
なったときに終了します。
詳細はこちら :
• Amazon EC2 Auto Scaling と
CodeDeploy (p. 50)
• チュートリアル:[Auto Scaling グループにア
プリケーションをデプロイするために使用
CodeDeploy ] (p. 106)
• ボンネットの下: CodeDeploy と Auto Scaling の
統合

Amazon Elastic Container Service

CodeDeploy を使用して、Amazon ECS コンテナ
化されたアプリケーションをタスクセットとして
デプロイできます。CodeDeploy は、アプリケー
ションの更新バージョンを新しい置き換えタス
クセットとしてインストールすることで、Blue/
Green のデプロイを実行します。CodeDeploy
は、本稼働トラフィックを、元のアプリケーショ
ンタスクセットから置き換えタスクセットに再
ルーティングします。デプロイが正常に完了する
と、元のタスクセットは削除されます。Amazon
ECS の詳細については、「」を参照してくださ
い。Amazon Elastic Container Service。
Canary 設定、線形設定、または一度にすべての設
定を選択して、デプロイ時に更新済みタスクセッ
トにトラフィックを移行する方法を管理できま
す。Amazon ECS のデプロイについては、「」を
参照してください。Amazon ECS コンピューティ
ングプラットフォームでのデプロイ。
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AWS CloudTrail

CodeDeploy はAWS CloudTrail。このサービスで
は、CodeDeploy によって、または CodeDeploy
の代わりに行われた API 呼び出しを、AWSア
カウントを作成し、指定した Amazon S3 バ
ケットにログファイルを配信します。CloudTrail
は、CodeDeploy コンソールからの API 呼び
出しを CodeDeploy コマンドからAWS CLI、
または CodeDeploy API から直接実行できま
す。CloudTrail によって収集されたデータを使用し
て、以下の情報を判断できます。
• CodeDeploy に対して行われたリクエスト。
• リクエストが行われたソース IP アドレス。
• 誰がリクエストを行ったか。
• 行われた時刻。
詳細はこちら :
• Monitoring Deployments (p. 356)

AWS Cloud9

AWS Cloud9 は、インターネットに接続したマシ
ンからブラウザを使用するだけで、コードの記
述、実行、デバッグ、デプロイを実行できるク
ラウドベースの統合開発環境 (IDE) です。AWS
Cloud9 には、コードエディタ、デバッガー、ター
ミナル、および AWS CLI や Git などの主要ツール
が含まれています。
• AWS Cloud9 IDE を使用して、GitHub リポジト
リにあるコードを実行、デバッグ、構築するこ
とができます。IDE Environment ウィンドウおよ
びエディタのタブを使用して、コードの表示、
変更、保存を行うことができます。準備が整っ
たら、AWS Cloud9 ターミナルセッションで Git
を使用し、GitHub リポジトリにコードの変更を
プッシュして、AWS CodeDeploy で更新をデプ
ロイできます。の使用方法の詳細については、
「」を参照してください。AWS Cloud9GitHub
では、を参照してくださいの GitHub サンプル
AWS Cloud9。
• AWS Cloud9 IDE を使用して AWS Lambda 関
数を更新できます。次に AWS CodeDeploy を
使用して、トラフィックを新しいバージョンの
AWS Lambda 関数に移行するデプロイを作成で
きます。詳細については、「」を参照してくだ
さい。の使用AWS Lambdaの関数AWS Cloud9
統合開発環境 (IDE)。
の詳細AWS Cloud9「」を参照してください。とは
AWS Cloud9そしての開始方法AWS Cloud9。
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AWS CodePipeline

AWS CodePipeline は、継続的な配信プロセスでソ
フトウェアをリリースするために必要な手順のモ
デル化、可視化、および自動化に使用できる継続
的な配信サービスです。AWS CodePipeline を使
用して、コード変更のたびにサービスが構築、テ
スト、デプロイを行うよう独自のプロセスを定義
できます。たとえば、アプリケーションに 3 つの
デプロイグループがあるとします。ベータ、ガン
マ、および製品。ソースコードが変更されるたび
に、各デプロイグループに 1 つずつ更新をデプロ
イするようにパイプラインを設定できます。
は設定することが可能です。AWS
CodePipelineCodeDeploy を使用してデプロイする
には:
• Amazon EC2 インスタンス、オンプレミスイン
スタンス、または両方へのコード
• サーバーレスAWSLambda 関数のバージョン。

パイプラインを作成する前またはパイプラインを
作成するウィザード。
詳細はこちら :
• AWSDevOps 入門ガイド用— CodePipeline で
CodePipeline を使用して、CodeDeploy リポジ
トリのソースコードを Amazon EC2 インスタン
スに継続的にデリバリーおよびデプロイする方
法について説明します。
• シンプルなパイプラインのウォークスルー
(Amazon S3 バケット)
• シンプルなパイプラインのウォークスルー
(CodeCommit リポジトリ)
• 4 ステージパイプラインのチュートリアル
AWSサーバーレスアプリケーションモデル

AWSサーバーレスアプリケーションモデル
(AWSSAM) は、サーバーレスアプリケーション
を定義するモデルです。それは拡張されますAWS
CloudFormation簡略化された定義方法を提供する
AWS Lambdaサーバーレスアプリケーションに
必要な関数、Amazon API Gateway API、および
Amazon DynamoDB テーブル。を既に使用してい
る場合AWSSAM では、デプロイの設定を追加し
て、CodeDeploy の使用を開始し、AWSLambda
アプリケーションのデプロイメント。
詳細については、「」を参照してください。AWS
サーバーレスアプリケーションモデル。
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Elastic Load Balancing

CodeDeployElastic Load Balancingは、受信した
アプリケーショントラフィックを複数の Amazon
EC2 インスタンスに分散するサービスです。
また、CodeDeploy のデプロイ中、インスタンスが
準備完了ではない、現在デプロイ中、または環境
の一部として不要になった場合は、ロードバラン
サーはそのインスタンスへのインターネットトラ
フィックのルーティングを防止します。
詳細はこちら :
• Integrating CodeDeploy with Elastic Load
Balancing (p. 54)

トピック
• Amazon EC2 Auto Scaling と CodeDeploy (p. 50)
• 統合 CodeDeploy EElastic Load Balancing (p. 54)

Amazon EC2 Auto Scaling と CodeDeploy
CodeDeploy は Amazon EC2 Auto Scaling をサポートしていますAWS定義した条件に従って Amazon EC2
インスタンスを自動的に起動するサービス。これらの条件には、CPU 使用率、ディスクの読み取り/書き
込み、インバウンド/アウトバウンドのネットワークトラフィックに関して、指定された時間間隔を超え
た制限を含めることができます。Amazon EC2 Auto Scaling は、不要になったときにインスタンスを終了
します。詳細については、「」を参照してください。Amazon EC2 Auto Scaling とはのAmazon EC2 Auto
Scaling ユーザーガイド。
Amazon EC2 Auto Scaling グループの一部として新しい Amazon EC2 インスタンスを起動する
と、CodeDeploy ではリビジョンを新しいインスタンスに自動的にデプロイできます。また、Elastic
Load Balancing ロードバランサーに登録された Amazon EC2 Auto Scaling インスタンスを使用し
て CodeDeploy のデプロイを調整できます。詳細については、「Integrating CodeDeploy with Elastic
Load Balancing (p. 54)」および「Elastic Load Balancing でロードバランサーをセットアップする
CodeDeploy Amazon EC2 デプロイメント (p. 290)」を参照してください。

Note
複数のデプロイグループを単一の Amazon EC2 Auto Scaling グループに関連付けると、問題が発
生する可能性があります。たとえば、1 つのデプロイが失敗すると、インスタンスはシャットダ
ウンを開始しますが、実行中の他のデプロイはタイムアウトに 1 時間かかる可能性があります。
詳細については、「」を参照してください。複数のデプロイグループを 1 つの Amazon EC2 Auto
Scaling グループに関連付けることは避ける (p. 468)そしてフードの下: CodeDeploy と Amazon
EC2 Auto Scaling。
トピック
• Amazon EC2 Auto Scaling グループにCodeDeploy アプリケーションをデプロイする (p. 50)
• CodeDeploy での Amazon EC2 Auto Scaling の (p. 51)
• CodeDeploy と Amazon EC2 Auto Scaling でのカスタム AMI の使用 (p. 54)

Amazon EC2 Auto Scaling グループにCodeDeploy アプリケー
ションをデプロイする
CodeDeploy アプリケーションリビジョンを Amazon EC2 Auto Scaling グループにデプロイするには:
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1.

Amazon EC2 Auto Scaling グループが Amazon S3 で作業できるようにする IAM インスタンスプロ
ファイルを作成または検索します。詳細については、「ステップ 4: Amazon EC2 インスタンスの IAM
インスタンスプロファイルを作成する (p. 40)」を参照してください。

Note
また、CodeDeploy を使用して GitHub リポジトリから Amazon EC2 Auto Scaling グループ
にリビジョンをデプロイすることもできます。Amazon EC2 インスタンスでは依然として
IAM インスタンスプロファイルが必要な場合でも、GitHub リポジトリからデプロイするに
は、プロファイルに追加のアクセス許可は必要ありません。
2.

Amazon EC2 Auto Scaling グループを作成または使用し、起動設定またはテンプレートで IAM インス
タンスプロファイルを指定します。詳細については、「」を参照してください。Amazon EC2 インス
タンスで実行中のアプリケーション用の IAM ロール。

3.

CodeDeploy で Amazon EC2 Auto Scaling グループを含むデプロイグループを作成または検索しま
す。サービスロールを作成または検索します。

4.

CodeDeploy を使用してデプロイグループを作成し、Amazon EC2 Auto Scaling グループ名とサービ
スロールを指定します。
CodeDeploy を使用して Amazon EC2 Auto Scaling グループを含むデプロイグループにリビジョンを
デプロイします。

5.

詳細については、「チュートリアル:[Auto Scaling グループにアプリケーションをデプロイするために使用
CodeDeploy ] (p. 106)」を参照してください。

CodeDeploy での Amazon EC2 Auto Scaling の
CodeDeploy が Auto Scaling スケールアウトイベント中にアプリケーションリビジョンを新しい EC2 イン
スタンスにデプロイするために、CodeDeploy は Auto Scaling ライフサイクルフックを使用します。ライ
フサイクルフックは、Auto Scaling スケールアウトイベントが進行中であり、CodeDeploy がスケールア
ウトインスタンスにリビジョンをデプロイする必要があることを CodeDeploy に通知します。

Note
このセクションでは、「ライフサイクルフック」と「フック」という用語は、CodeDeploy と
Auto Scaling を統合するために使用されるフックを指します。このフックは、で説明されている
フックとは異なります。AppSpec 「hook」セクション (p. 414)。
トピック
• ライフサイクルフックはどのように作成され、インストールされますか。 (p. 51)
• CodeDeploy がライフサイクルフックを追加した後、どのように使用されますか。 (p. 51)
• Amazon EC2 Auto Scaling グループを CodeDeploy (p. 52)
• カスタムライフサイクルフックイベントの実行順序 (p. 52)
• デプロイ中のスケールアウトイベント (p. 53)
• でのイベントの順序AWS CloudFormationcfn-init スクリプト (p. 53)

ライフサイクルフックはどのように作成され、インストールされますか。
Auto Scaling グループを含めるようにデプロイグループを作成または更新すると、CodeDeploy は
CodeDeploy サービスロールを使用して Auto Scaling グループにアクセスし、Auto Scaling グループにラ
イフサイクルフックをインストールします。

CodeDeploy がライフサイクルフックを追加した後、どのように使用されます
か。
ライフサイクルフックがインストールされると、スケールアウトイベント中に使用されます。スケールア
ウトイベントは次のように展開されます。
API バージョン 2014-10-06
51

AWS CodeDeploy ユーザーガイド
Amazon EC2 Auto Scaling

1. Auto Scaling サービス（または単に Auto Scaling）は、スケールアウトイベントが発生する必要がある
と判断し、EC2 サービスに連絡して新しい EC2 インスタンスを起動します。
2. EC2 サービスは新しい EC2 インスタンスを起動します。インスタンスは、Pendingの状態をし
て、Pending:Wait状態。
3. 時Pending:Waitでは、Auto Scaling は、CodeDeploy によって作成されたライフサイクルフックを含
め、Auto Scaling グループにアタッチされたすべてのライフサイクルフックを実行します。
4. ライフサイクルフックは、Amazon SQS キューこれは CodeDeploy によってポーリングされます。
5. 通知を受信すると、CodeDeploy はメッセージを解析し、検証を実行し、最後に成功したリビジョンを
使用して新しい EC2 インスタンスへのアプリケーションのデプロイを開始します。
6. デプロイの実行中、CodeDeploy は 5 分ごとに Auto Scaling にハートビートを送信し、インスタンスが
まだ動作中であることを知らせます。
7. これまでのところ、EC2 インスタンスはまだPending:Wait状態。
8. デプロイが完了すると、CodeDeploy は Auto Scaling に次のいずれかを示します。CONTINUEまた
はABANDONEC2 起動プロセス。デプロイが成功したか失敗したかによって異なります。
• CodeDeploy がCONTINUEの場合、Auto Scaling は他のフックの完了を待機するか、インスタンス
をPending:Proceedそして、InService状態。
• CodeDeploy がABANDONでは、Auto Scaling は EC2 インスタンスを終了し、Auto Scaling で定義され
ているように、必要な数のインスタンスを満たすために必要に応じて起動手順を再開します。希望す
る容量設定設定。

Amazon EC2 Auto Scaling グループを CodeDeploy
EC2/オンプレミスのコンピューティングプラットフォームでの Blue/Green のデプロイ中に、代替 (Green)
環境にインスタンスを追加するには 2 つのオプションがあります。
• 既存のインスタンス、または手動で作成したインスタンスを使用します。
• 指定した Amazon EC2 Auto Scaling グループの設定を使用して、新しい Amazon EC2 Auto Scaling グ
ループにインスタンスを定義および作成します。
2 番目のオプションを選択した場合は、CodeDeploy は新しい Amazon EC2 Auto Scaling グループをプロ
ビジョニングします。以下の規則を使用して、グループに名前を付けます。
CodeDeploy_deployment_group_name_deployment_id

たとえば、ID を持つデプロイメントの場合10という名前のデプロイグループをデプロイしま
す。alpha-deploymentsの場合、プロビジョニングされた Amazon EC2 Auto Scaling グループの名前
はCodeDeploy_alpha-deployments_10。詳細については、EC2/オンプレミス Blue/Green デプロイ用
のデプロイグループを作成する (コンソール) (p. 286) および「GreenFleetProvisioningOption」を参照し
てください。

カスタムライフサイクルフックイベントの実行順序
CodeDeploy がデプロイする Amazon EC2 Auto Scaling グループに独自のライフサイクルフックを追加
できます。ただし、CodeDeploy のデフォルトデプロイライフサイクルイベントに関して、これらのカス
タムライフサイクルフックイベントが実行される順序は事前に決定できません。たとえば、という名前の
カスタムライフサイクルフックを追加するとします。ReadyForSoftwareInstallAmazon EC2 Auto
Scaling グループに対して、それが実行されるのがのデフォルトデプロイライフサイクルの最初のイベント
の前であるか、前回の CodeDeploy のデフォルトデプロイライフサイクルのイベントの前であるか、事前
に知ることはできません。
Amazon EC2 Auto Scaling グループにカスタムライフサイクルフックを追加する方法については、「」を
参照してください。ライフサイクルフックの追加のAmazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド。
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デプロイ中のスケールアウトイベント
デプロイ中に Amazon EC2 Auto Scaling スケールアウトイベントが発生すると、新しいインスタンスは、
今回デプロイ中のアプリケーションリビジョンではなく、前回デプロイしたアプリケーションリビジョン
で更新されます。デプロイが成功すると、古いインスタンスと新しくスケールアウトされたインスタンス
は、異なるアプリケーションリビジョンをホストします。これらのインスタンスを最新の状態にするため
に、CodeDeploy は自動的にフォローオンデプロイを開始し（最初のインスタンスの直後）、古いインス
タンスを更新します。このデフォルトの動作を変更して、古い EC2 インスタンスが古いリビジョンに残る
ようにする場合は、「」を参照してください。Automatic updates to outdated instances。
デプロイ中に Amazon EC2 Auto Scaling スケールアウトプロセスを中断する場合は、
のcommon_functions.shCodeDeploy での負荷分散に使用されるスクリプト。も
しHANDLE_PROCS=trueの場合、デプロイ中に次の Auto Scaling イベントが自動的に中断されます。
• AZRebalance
• AlarmNotification
• ScheduledActions
• ReplaceUnhealthy

Important
この機能をサポートするのは、CodeDeployDefault.oneAtatime デプロイ設定のみです。
の使用方法についての詳細HANDLE_PROCS=trueAmazon EC2 Auto Scaling の使用時にデプロイの問題
を回避するには、「」を参照してください。AutoScaling プロセスの処理に関する重要な注意事項にawscodedeploy-サンプルGitHub で。

でのイベントの順序AWS CloudFormationcfn-init スクリプト
cfn-init (または cloud-init) を使用して新しくプロビジョニングした Linux ベースのインスタンスで
スクリプトを実行する場合、インスタンスの開始後に発生するイベントの順序を厳密に制御しないと、デ
プロイは失敗することがあります。
次の順序に従う必要があります。
1. 新しくプロビジョニングしたインスタンスが開始する。
2. すべての cfn-init ブートストラップスクリプトが最後まで実行する。
3. CodeDeploy エージェントが開始する。
4. 最新のアプリケーションリビジョンがインスタンスにデプロイされる。
イベントの順序を慎重に制御しないと、CodeDeploy エージェントはすべてのスクリプトの実行が終了す
る前にデプロイを開始する可能性があります。
イベントの順序を制御するには、以下のベストプラクティスのいずれかを使用します。
• CodeDeploy エージェントをインストールするにはcfn-initスクリプト、他のすべてのスクリプトの後
に配置します。
• CodeDeploy エージェントをカスタム AMI に含め、cfn-initスクリプトを起動し、他のすべてのスク
リプトの後に配置します。
の使用方法についてcfn-init「」を参照してください。cfn-initのAWS CloudFormationユーザーガイド。
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CodeDeploy と Amazon EC2 Auto Scaling でのカスタム AMI の
使用
Amazon EC2 Auto Scaling グループで新しいAmazon EC2 インスタンスを起動するときに必要な基本 AMI
を指定する 2 つのオプションがあります。
• CodeDeploy エージェントがインストールされている基本カスタム AMI を指定できます。エージェン
トが既にインストールされているため、このオプションは他のオプションよりも迅速に新しい Amazon
EC2 インスタンスを起動します。ただし、このオプションを使用すると、特に CodeDeploy エージェン
トが古い場合、Amazon EC2 インスタンスの最初のデプロイが失敗する可能性が大きくなります。この
オプションを選択した場合は、基本カスタム AMI で CodeDeploy エージェントを定期的に更新すること
をお勧めします。
• CodeDeploy エージェントがインストールされていない基本 AMI を指定し、Amazon EC2 Auto Scaling
グループで新しいインスタンスが起動されるたびにエージェントをインストールできます。このオプ
ションでは、他のオプションよりも新しい Amazon EC2 インスタンスの起動が遅くなりますが、インス
タンスの初期デプロイが成功する可能性は大きくなります。このオプションは、CodeDeploy エージェ
ントの最新バージョンを使用します。

統合 CodeDeploy EElastic Load Balancing
中 CodeDeploy のデプロイは、インスタンスがインスタンスへのインターネットトラフィックのルーティ
ングを防止、環境の一部として不要になった場合は、インスタンスが準備完了ではない、環境の一部とし
て不要になった場合は、インスタンスへのインターネットトラフィックのルーティングを防止します。た
だし、ロードバランサーの正確な役割は、Blue/Green デプロイで使用されるかインプレースデプロイで使
用されるかによって異なります。

Note
Elastic Load Balancing ロードバランサーの使用は Blue/Green デプロイでは必須、インプレース
デプロイでは任意です。

Elastic Load Balancing のタイプ
Elastic Load Balancing は 3 種類のロードバランサーを提供しています。 CodeDeploy デプロイ クラシッ
クロードバランサー、Application Load Balancer、および Network Load Balancer。
Classic Load Balancer
ルーティングおよび負荷分散を、トランスポートレイヤー (TCP/SSL) またはアプリケーションレイ
ヤー (HTTP/HTTPS) のいずれかで行います。VPC をサポートします。
Application Load Balancer
ルーティングと負荷分散をアプリケーションレイヤー (HTTP/HTTPS) で行い、パスベースのルーティ
ングをサポートしています。Virtual Private Cloud (VPC) 内の EC2 の各インスタンスまたはコンテナ
インスタンスのポートにリクエストをルーティングできます。

Note
Application Load Balancer のターゲットグループには、EC2 インスタンスでのデプロイの場
合は instance、および Fargate デプロイの場合は IP のターゲットタイプがなければなり
ません。詳細については、「ターゲットタイプ」を参照してください。
Network Load Balancer
パケットのコンテンツからではなく、TCP パケットヘッダーから抽出されたアドレス情報に基づい
て、トランスポートレイヤー (TCP/UDP Layer-4) でルーティングと負荷分散を行います。Network
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Load Balancer は、ロードバランサーの有効期間中、トラフィックバーストを処理し、クライアント
の出典 IP を保持して、固定 IP を使用します。
Elastic Load Balancing ロードバランサーの詳細は、以下のトピックを参照してください。
• Elastic Load Balancing とは?
• Classic Load Balancer とは？
• Application Load Balancer とは?
• Network Load Balancer とは?

Blue/Green デプロイ
Elastic Load Balancing ロードバランサーの背後でインスタンストラフィックを再ルーティングすることは
CodeDeployBlue/Green デプロイ。
Blue/Green デプロイの場合、ロードバランサーは、最新のアプリケーションリビジョンのデプロイ先で
あるデプロイグループの新しいインスタンス (置き換え先環境) に対しては、指定したルールに基づくトラ
フィックのルーティングを許可し、前回のアプリケーションリビジョンの実行元である古いインスタンス
(元の環境) からはトラフィックをブロックします。
置き換え先環境のインスタンスがロードバランサーに登録されると、置き換え元環境のインスタンスは登
録解除され、終了可能になります。
Blue/Green のデプロイでは、デプロイグループで Classic Load Balancer、Application Load Balancer、ま
たは Network Load Balancer を指定できます。あなたは使う CodeDeploy コンソールまたはAWS CLIロー
ドバランサーをデプロイグループに追加します。
Blue/Green デプロイにおけるロードバランサーの使用に関する詳細については、以下のトピックを参照し
てください。
• Elastic Load Balancing でロードバランサーをセットアップする CodeDeploy Amazon EC2 デプロイメン
ト (p. 290)
• Blue/Green デプロイ (コンソール) のアプリケーションを作成します。 (p. 272)
• EC2/オンプレミス Blue/Green デプロイ用のデプロイグループを作成する (コンソール) (p. 286)

インプレースデプロイ
インプレースデプロイ中は、ロードバランサーにより、デプロイ先のインスタンスに対するインターネッ
トトラフィックのルーティングがブロックされ、そのインスタンスへのデプロイが完了した時点でインス
タンスに対するトラフィックのルーティングが再開されます。
インプレースデプロイ中にロードバランサーが使用されないと、インターネットトラフィックはデプロ
イプロセス中に依然としてインスタンスにルーティングされる場合があります。その結果、お客様に表
示されるウェブアプリケーションが破損していたり、不完全であったり、古いものであったりする可能
性があります。インプレースデプロイで Elastic Load Balancing ロードバランサーを使用する場合、デプ
ロイグループのインスタンスはロードバランサーから登録解除され、最新のアプリケーションリビジョ
ンに更新されてから、同じデプロイグループの一部としてロードバランサーに再登録されます。成功。
CodeDeploy は、ロードバランサーのバックグラウンドでインスタンスが正常になるまで最大 1 時間待
機します。待機期間中にロードバランサーによってインスタンスが正常とマークされていない場合、
CodeDeploy のデプロイ設定に基づいて、次のインスタンスに移動するか、デプロイに失敗します。
インプレイスデプロイでは、Classic Load Balancer、Application Load Balancer、または Network Load
Balancer を指定できます。ロードバランサーをデプロイグループの設定の一部として指定できます。
CodeDeploy ロードバランサーを実装します。
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デプロイグループを使用してインプレースデプロイのロードバランサーを指定す
る
ロードバランサーをデプロイグループに追加するには、 CodeDeploy コンソールまたはAWS CLI。インプ
レースデプロイでロードバランサーをデプロイグループで指定する詳細については、次のトピックを参照
してください。
• インプレースデプロイ (コンソール) 用のアプリケーションを作成 (p. 270)
• インプレースデプロイ用のデプロイグループを作成する (コンソール) (p. 284)
• Elastic Load Balancing でロードバランサーをセットアップする CodeDeploy Amazon EC2 デプロイメン
ト (p. 290)

スクリプトを使用してインプレースデプロイのロードバランサーを指定する
次の手順のステップに従ってデプロイライフサイクルスクリプトを使用し、インプレースデプロイのロー
ドバランシングをセットアップします。

Note
ぜひをお使いください。 CodeDeployDefault。OneAtATime のデプロイ設定は、スクリプトを使
用してインプレイスデプロイ用のロードバランサーを設定するときのみ使用します。同時実行
はサポートされていません。 CodeDeployDefault。OneAtATime 設定によりスクリプトの直列
実行が確実になります。デプロイ設定の詳細については、CodeDeploy でデプロイ設定を使用す
る (p. 261) を参照してください。
左 CodeDeploy 上のサンプルリポジトリ GitHub、使用に対応できる手順とサンプル
を提供します CodeDeploy Elastic Load Balancing ロードバランサー。これらのレポ
ジトリには、開始するのに必要なすべてのコードを提供する 3 つのサンプルスクリプ
ト、register_with_elb.sh、deregister_from_elb.sh、および common_functions.sh が含ま
れます。これらの 3 つのスクリプトのプレースホルダーを編集して、appspec.yml ファイルからこれら
のスクリプトを参照します。
インプレースデプロイをセットアップするには CodeDeploy Elastic Load Balancing ロードバランサーに登
録された Amazon EC2 インスタンスを使用して、以下を実行します。
1.

インプレースデプロイで使用するロードバランサーのタイプのサンプルをダウンロードします。
• Classic Load Balancer
• Application Load Balancer または Network Load Balancer (同じスクリプトをいずれのタイプにも使
用可能)

2.

ターゲットの各 Amazon EC2 インスタンスに AWS CLI がインストールされていることを確認しま
す。

3.

ターゲットの各 Amazon EC2 インスタンスで、IAM インスタンスプロファイルに少なくとも
elasticloadbalancing:* および autoscaling:* アクセス許可がアタッチされていることを確認します。

4.

アプリケーションのソースコードディレクトリにデプロイライフサイクルイベントのスクリプト
(register_with_elb.sh、deregister_from_elb.sh、および common_functions.sh) を含
めます。

5.

左appspec.ymlアプリケーションの改訂については、以下の指示を記載してください。
CodeDeploy を実行するにはregister_with_elb.sh中のスクリプトApplicationStartイベント
とderegister_from_elb.sh中のスクリプトApplicationStopevent.

6.

インスタンスが Amazon EC2 Auto Scaling グループの一部である場合、このステップは省略できま
す。
common_functions.sh スクリプトで:
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• Classic Load Balancer を使用している場合、ELB_LIST="" で Elastic Load Balancing ロードバラ
ンサーの名前を指定し、ファイルの他のデプロイ設定に必要な変更を加えます。
• Application Load Balancer または Network Load Balancer を使用している場合
は、TARGET_GROUP_LIST="" で Elastic Load Balancing ターゲットグループ名を指定し、ファイ
ルの他のデプロイ設定に必要な変更を加えます。
7.

アプリケーションのソースコード appspec.yml およびデプロイライフサイクルイベントのスクリプ
トをアプリケーションリビジョンにバンドルしてから、リビジョンをアップロードします。Amazon
EC2 インスタンスにリビジョンをデプロイします。デプロイの間に、デプロイライフサイクルイベン
トのスクリプトは、Amazon EC2 インスタンスをロードバランサーから登録解除して、接続がドレイ
ンするまで待機し、デプロイが完了してから Amazon EC2 インスタンスをロードバランサーに再登録
します。

パートナーの製品やサービスとの統合
CodeDeploy には、次のパートナー製品とサービスとの統合が組み込まれています。
Ansible

を既に持っている場合Ansibleプレイブックです
が、実行する場所が必要なだけの場合、Ansible と
CodeDeploy のテンプレートは、いくつかのシンプ
ルなデプロイフックによって Ansible をローカルデ
プロイインスタンスで使用し、プレイブックを実
行できることを示しています。すでにインベント
リを構築して維持するためのプロセスが存在する
場合、CodeDeploy エージェントのインストールと
実行に使用できる Ansible モジュールもあります。
詳細はこちら :
• Ansible と CodeDeploy

Atlassian — バンブーとBitbucket

の CodeDeploy タスクバンブーAppSpec ファ
イルを含むディレクトリを.zip ファイルに圧
縮し、ファイルを Amazon S3 にアップロード
し、CodeDeploy アプリケーションで提供されてい
る設定に従ってデプロイを開始します。
CodeDeploy Amazon EC2 Atlassian Bitbucket で
のサポートにより、Bitbucket UI からコードを直
接プッシュしたり、オンデマンドで任意のデプ
ロイグループにプッシュしたりできます。これ
は、Bitbucket リポジトリのコードを更新した後、
手動でのデプロイプロセスを実行するために、継
続的インテグレーション（CI）プラットフォーム
または Amazon EC2 インスタンスにサインインす
る必要がないことを意味します。
詳細はこちら :
• Bamboo の CodeDeploy タスク
• CodeDeploy に対するアトラシアン Bitbucket の
サポートの発表

Chef

AWSは、統合するための 2 つのテンプレートサン
プルを提供しています。ChefCodeDeploy。1 番
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目はCodeDeploy エージェントをインストールし
て起動する Chef クックブックです。これにより
CodeDeploy を使用中に Chef でのホストインフラ
ストラクチャの管理を継続することができます。2
番目のサンプルテンプレートでは、CodeDeploy を
使用して、各ノードで chef-solo を使用してクッ
クブックとレシピの実行を調整する方法を示しま
す。
詳細はこちら :
• Chef と CodeDeploy
CircleCI

CircleCI では、自動化テスト、継続的な統合、
およびデプロイのツールセットを提供します。
で IAM ロールを作成したらAWSCircleCI で使用
し、circle.yml ファイルでデプロイパラメータを設
定するには、CircleCI と CodeDeploy を使用して
アプリケーションリビジョンを作成し、Amazon
S3 バケットにアップロードしてから、デプロイを
開始およびモニタリングできます。
詳細はこちら :
• CodeDeploy を使用した継続的なデ

CloudBees

CodeDeploy Jenkins プラグインを使用できま
す。CloudBeesDEV @cloud、ビルド後のアクショ
ンとして。たとえば、継続的な配信パイプライン
の終了時に、サーバー群にアプリケーションリビ
ジョンをデプロイするために使用できます。
詳細はこちら :
• CodeDeploy ジェンキンスプラグインがデベロッ
パーで利用可能になりました @cloud

Codeship

次を使用できます。CodeshipCodeDeploy を介
してアプリケーションリビジョンをデプロイしま
す。Codeship UI を使用して、CodeDeploy をブラ
ンチのデプロイパイプラインに追加できます。
詳細はこちら :
• CodeDeploy
• CodeDeploy での統合
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GitHub

CodeDeploy を使用して、アプリケーションリビ
ジョンをデプロイできます。GitHubリポジトリ。
そのリポジトリのソースコードが変更されるたび
に、GitHub リポジトリからデプロイをトリガーす
ることもできます。
詳細はこちら :
• CodeDeploy を GitHub に統合 (p. 60)
• チュートリアル: CodeDeploy を使用して GitHub
からアプリケーションをデプロイする (p. 123)
• CodeDeploy を使用して GitHub から自動的にデ
プロイする

HashiCorp Consul

オープンソースの HashiCorp Consul ツールを使
用して、CodeDeploy でアプリケーションをデプ
ロイするときに、アプリケーション環境の健全性
と安定性を確実にします。Consul を使用して、
デプロイ中に検出されるアプリケーションを登録
し、アプリケーションおよびノードをメンテナン
スモードでデプロイから除外し、ターゲットのイ
ンスタンスに異常が生じた場合はデプロイを停止
します。
詳細はこちら :
• HashiCorp Consul を使用したCodeDeploy

Jenkins

CodeDeployジェンキンスプラグインは、Jenkins
プロジェクトのビルド後のステップを示します。
ビルドに成功すると、ワークスペースが圧縮さ
れ、Amazon S3 にアップロードされ、新しいデプ
ロイが開始されます。
詳細はこちら :
• CodeDeploy kins プラグイン
• CodeDeploy 用の Jenkins プラグインの設定

Puppet Labs

AWSは、のサンプルテンプレートを提供してい
ます。PuppetCodeDeploy。1 番目はCodeDeploy
エージェントをインストールして起動する Puppet
モジュールです。これによりCodeDeploy を使用中
に Puppet でのホストインフラストラクチャの管理
を継続することができます。2 番目のサンプルテン
プレートでは、CodeDeploy を使用して、各ノード
のマスターレス puppet を使用してモジュールとマ
ニフェストの実行を調整する方法を示します。
詳細はこちら :
• Puppet と CodeDeploy
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SaltStack

統合できます。SaltStackCodeDeploy のインフ
ラストラクチャー CodeDeploy モジュールを使
用して、ミニオンズにCodeDeploy エージェン
トをインストールして実行できます。または、
いくつかのシンプルなデプロイフックを使用し
て、CodeDeploy を使用してソルトステートの実行
を調整できます。
詳細はこちら :
• SaltStack と CodeDeploy

TeamCity

CodeDeploy Runner プラグインを使用し
て、TeamCity からアプリケーションを直接デ
プロイできます。このプラグインで追加される
TeamCity のビルドステップでは、アプリケーショ
ンリビジョンを準備して Amazon S3 S3 バケット
にアップロードし、CodeDeploy のデプロイを作成
します。さらに、必要に応じて、デプロイが完了
するまで待機します。
詳細はこちら :
• CodeDeploy ランナー (ダウンロード)
• CodeDeploy ランナープラグイン (ドキュメント)

Travis CI

は設定することが可能です。Travis CIビルドが成
功した後、CodeDeploy でデプロイメントをトリ
ガーします。
詳細はこちら :
• Travis CI と CodeDeploy

トピック
• CodeDeploy を GitHub に統合 (p. 60)

CodeDeploy を GitHub に統合
CodeDeployGitHub、ウェブベースのコードホスティングおよび共有サービスである。CodeDeploy で
は、GitHub リポジトリまたは Amazon S3 バケットに格納されているアプリケーションリビジョンをイン
スタンスにデプロイできます。CodeDeploy は、EC2/オンプレミスデプロイのみで GitHub をサポートし
ます。
トピック
• GitHub から CodeDeploy リビジョンをデプロイ (p. 60)
• CodeDeploy を使用した GitHub ビ (p. 61)

GitHub から CodeDeploy リビジョンをデプロイ
GitHub リポジトリからインスタンスへアプリケーションリビジョンをデプロイするには。
1.

CodeDeploy およびデプロイする Amazon EC2 インスタンスタイプと互換性があるリビジョンを作成
します。
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互換性のあるリビジョンを作成するには、CodeDeploy のリビジョンを計画する (p. 301) および
CodeDeploy のリビジョンにアプリケーション仕様ファイルを追加する (p. 302) の手順に従います。
2.

GitHub のアカウントを使用して、GitHub リポジトリにリビジョンを追加します。
GitHub のアカウントを作成するには、「GitHub への参加」を参照してください。GitHub リポジトリ
を作成するには、「」を参照してください。リポジトリを作成する。

3.

を使用するデプロイの作成CodeDeploy コンソールまたはAWS CLI create-deploymentGitHub レポジ
トリからのリビジョンを CodeDeployment デプロイで使用するために設定されたターゲットインスタ
ンスにデプロイします。
電話したいならcreate-deploymentコマンドを使用するには、まずデプロイの作成指定したアプリケー
ションの推奨 GitHub アカウントの代わりに、CodeDeploy に GitHub を操作するアクセス許可を付与
します。これを行う必要があるのは、アプリケーションごとに 1 度だけです。
[Create deployment] ページを使用して、GitHub レポジトリからデプロイする方法については、
「CodeDeploy を使用してデプロイを作成する (p. 318)」を参照してください。
create-deployment コマンドを呼び出して GitHub レポジトリからデプロイする方法については、
「EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォームのデプロイを作成する (CLI) (p. 328)」を
参照してください。
CodeDeploy デプロイで使用するためにインスタンスを準備する方法については、「」を参照してく
ださい。CodeDeploy のインスタンスの操作 (p. 204)。

詳細については、「チュートリアル: CodeDeploy を使用して GitHub からアプリケーションをデプロイす
る (p. 123)」を参照してください。

CodeDeploy を使用した GitHub ビ
トピック
• CodeDeploy でアプリケーションを使用した GitHub 認証 (p. 61)
• CodeDeploy はプライベートおよびパブリックの GitHub リポジトリを操作する (p. 62)
• CodeDeploy 組織管理の GitHub リポジトリとのインタラクション (p. 62)
• CodeDeploy を使用して CodePipeline から (p. 63)

CodeDeploy でアプリケーションを使用した GitHub 認証
GitHub を操作するアクセス許可を CodeDeploy に付与すると、GitHub アカウントとアプリケーションの
間の関連付けがCodeDeploy に格納されます。GitHub の他のアカウントにアプリケーションをリンクでき
ます。また、CodeDeploy が GitHub を操作するためのアクセス許可を取り消すこともできます。

GitHub アカウントを CodeDeploy のアプリケーションにリンクするには
1.

にサインインします。AWS Management Consoleで、CodeDeploy コンソールを開きます。https://
console.aws.amazon.com/codedeploy。

Note
で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使用してサインインしま
す。CodeDeploy の開始方法 (p. 33)。
2.

ナビゲーションペインで、[] を展開します。デプロイ[] の順に選択します。アプリケーション。

3.

別の GitHub アカウントにリンクするアプリケーションを選択します。
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4.

アプリケーションにデプロイグループがない場合は、デプロイグループの作成[] の順に作成します。
詳細については、「でデプロイグループを作成する CodeDeploy (p. 283)」を参照してください。次
のステップで [デプロイの作成] を選択するには、デプロイグループが必要です。

5.

[デプロイ] から、[デプロイの作成] を選択します。

Note
新しいデプロイを作成する必要はありません。これは現在 GitHub の他のアカウントをアプリ
ケーションにリンクする唯一の方法です。
6.

[デプロイ設定] の [リビジョンタイプ] で、[アプリケーションは GitHub に格納されています] を選択し
ます。

7.

以下の いずれかを 実行します。
• GitHub アカウントに対する AWS CodeDeploy アプリケーションの接続を作成するには、ウェブブ
ラウザの別のタブで GitHub からサインアウトします。[GitHub token name (GitHub トークン名)]
に、この接続を識別する名前を入力し、[GitHub に接続] を選択します。アプリケーションの GitHub
を操作することを CodeDeploy に許可するよう求めるメッセージがウェブページに表示されます。
ステップ 10 に進みます。
• 作成済みの接続を使用するには、その名前を [GitHub token name (GitHub トークン名)] で選択して
から [GitHub に接続] を選択します。ステップ 8 に進みます。
• 別の GitHub アカウントへの接続を作成するには、ウェブブラウザの別のタブで GitHub からサイ
ンアウトします。[GitHub token name (GitHub トークン名)] に、接続を識別する名前を入力し、
[GitHub に接続] を選択します。アプリケーションの GitHub を操作することを CodeDeploy に許可
するよう求めるメッセージがウェブページに表示されます。ステップ 10 に進みます。

8.

GitHub にまだサインインしていない場合は、[Sign in] ページの手順に従い、アプリケーションをリン
クする GitHub アカウントにサインインします。

9.

[Authorize application] を選択します。GitHub は指定したアプリケーションの署名 GitHub アカウント
の代わりに、CodeDeploy に GitHub を操作するアクセス許可を付与します。

10. デプロイを作成しない場合は、[Cancel] を選択します。

GitHub を操作するための CodeDeploy のアクセス許可を取り消すには
1.

にサインインします。GitHub取り消すための GitHub アカウントの認証情報を使用するAWS
CodeDeployアクセス許可。

2.

GitHub を開くアプリケーションページ、見つけるCodeDeployで、承認済みアプリケーションの一覧
で、アプリケーションの承認を取り消すための GitHub の手順に従います。

CodeDeploy はプライベートおよびパブリックの GitHub リポジトリを操作する
CodeDeploy はプライベートおよびパブリックの GitHub リポジトリからのアプリケーションのデプロイを
サポートします。ユーザーに代わって GitHub にアクセスするアクセス許可を CodeDeploy に付与する場
合、CodeDeploy には GitHub アカウントがアクセス権限を持つプライベートの GitHub リポジトリすべて
への読み取り/書き込みアクセスがあります。ただし、CodeDeploy はGitHub リポジトリからのみ読み込み
ます。プライベート GitHub のリポジトリに書き込むことはありません。

CodeDeploy 組織管理の GitHub リポジトリとのインタラクション
デフォルトでは、組織によって管理される GitHub リポジトリ (アカウントのプライベートまたはパブリッ
クリポジトリとは対照的に) は、CodeDeploy を含むサードパーティーのアプリケーションへのアクセス
を許可しません。デプロイは、組織によるサードパーティアプリケーション制限が GitHub で有効化さ
れ、GitHub リポジトリからコードをデプロイしようとすると失敗します。この問題を解決する 2 つの方法
があります。
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• 組織のメンバーとして、組織の所有者にCodeDeploy へのアクセスを承認するように要求できます。こ
のアクセスをリクエストする手順は、個々のアカウントの CodeDeploy をすでにに許可済みかどうかに
よって異なります。
• ユーザーのアカウントで CodeDeploy への認証済みアクセス権がある場合は、「」を参照してくださ
い。承認されたアプリケーションの組織の承認をリクエストする。
• ユーザーのアカウントで、CodeDeploy へのアクセスをまだ許可していない場合は、「」を参照して
ください。組織へのサードパーティアプリケーションの承認リクエスト。
• 組織の所有者は、組織に対するサードパーティアプリケーションの制限を無効にできます。詳細につい
ては、 を参照してください。組織のサードパーティーのアプリケーション制限を無効にする。
詳細については、「」を参照してください。サードパーティーのアプリケーション制限について。

CodeDeploy を使用して CodePipeline から
ソースコードが変化するたびに、CodePipeline からデプロイをトリガーできます。詳細については、「」
を参照してください。CodePipeline。

コミュニティから統合の例
以下のセクションは、ブログの投稿や記事、およびコミュニティで提供されている例へのリンクです。

Note
これらのリンクは、情報提供のみを目的として提供されており、包括的なリストまたはコンテン
ツの例の内容を推奨するものではありません。AWS は、外部コンテンツの内容または正確性につ
いて責任を負いません。

ブログ投稿
• での CodeDeploy プロビジョニングの自動化AWS CloudFormation
を使用して CodeDeploy でのアプリケーションのデプロイをプロビジョニングする方法について説明し
ます。AWS CloudFormation。
2016 年 1 月投稿
• AWS Toolkit for EclipseCodeDeploy との統合 (パート 1)
AWS Toolkit for EclipseCodeDeploy との統合 (パート 2)
AWS Toolkit for EclipseCodeDeploy との統合 (パート 3)
Java 開発者が Eclipse 用の CodeDeploy プラグインを使用して、ウェブアプリケーションをデプロイす
る方法をご覧ください。AWSEclipse 開発環境から直接。
2015 年 2 月投稿
• CodeDeploy を使用して GitHub から自動的にデプロイする
GitHub から CodeDeploy への自動デプロイを使用して、ソース管理からテストまたは本番環境に至るま
でのエンドツーエンドのパイプラインを作成する方法をご覧ください。
2014 年 12 月投稿
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CodeDeploy
このセクションには、CodeDeploy の使用方法の学習に役立ついくつかのチュートリアルが含まれていま
す。
以下のチュートリアルの手順では、ファイルの格納場所 (例:c:\temp)、およびバケット、サブフォルダ、ま
たはファイルに付ける名前 (例:それぞれ、CodeDeploy) を提案していますが、それらを使用する必要はあ
りません。手順を実行する際に、ファイルの場所と名前は必ず置き換えてください。
トピック
• チュートリアル: Amazon EC2 インスタンスに WordPress をデプロイする（Amazon Linux または
Red Hat エンタープライズ Linux および Linux、macOS、または Unix） (p. 64)
• チュートリアル: 「こんにちは、世界！」を展開してください。CodeDeploy を使用したアプリケー
ション (Windows サーバー) (p. 83)
• チュートリアル: CodeDeploy (Windows サーバー、Ubuntu サーバー、または Red Hat エンタープライ
ズ Linux) を使用してオンプレミスインスタンスにアプリケーションをデプロイする (p. 99)
• チュートリアル:[Auto Scaling グループにアプリケーションをデプロイするために使用
CodeDeploy ] (p. 106)
• チュートリアル: CodeDeploy を使用して GitHub からアプリケーションをデプロイする (p. 123)
• チュートリアル: Amazon ECS サービスをデプロイする (p. 136)
• チュートリアル: 検証テストを使用して Amazon ECS サービスをデプロイする (p. 143)
• チュートリアル:アップデートされた Lambda CodeDeploy 関数とAWSのサーバーレスアプリケーショ
ンモデルをデプロイします。 (p. 151)

チュートリアル: Amazon EC2 インスタンスに
WordPress をデプロイする（Amazon Linux ま
たは Red Hat エンタープライズ Linux および
Linux、macOS、または Unix）
このチュートリアルでは、PHP および MySQL に基づくオープンソースのブログツールおよびコンテンツ
管理システムである WordPress を、Amazon Linux または Red Hat Enterprise Linux (RHEL) を実行する 1
つの Amazon EC2 インスタンスにデプロイします。
お探しのものではありませんか。
• 代わりに Windows Server を実行する Amazon EC2 インスタンスへのデプロイの演習を行う場合は、
「」を参照してください。チュートリアル: 「こんにちは、世界！」を展開してください。CodeDeploy
を使用したアプリケーション (Windows サーバー) (p. 83)。
• Amazon EC2 インスタンスではなくオンプレミスインスタンスへのデプロイの演習を行う場合は、「」
を参照してください。チュートリアル: CodeDeploy (Windows サーバー、Ubuntu サーバー、または Red
Hat エンタープライズ Linux) を使用してオンプレミスインスタンスにアプリケーションをデプロイす
る (p. 99)。
このチュートリアルのステップは、Linux、macOS または Unix を実行している、ローカル開発用マシンの
観点から説明されています。Windows を実行しているローカルマシンでこれらのステップのほとんどを完
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了できますが、chmod や wget などのコマンド、sed などのアプリケーション、および /tmp などのディ
レクトリパスを扱うステップは環境に合わせて変更する必要があります。
このチュートリアルを開始する前に、「CodeDeploy の開始方法 (p. 33)」の前提条件を完了している必要
があります。その手順として、IAM ユーザーアカウントの設定、のインストールまたはアップグレードな
どがあります。AWS CLI、IAM インスタンスプロファイルおよびサービスロールを作成する。
トピック
• ステップ 1: Amazon Linux または Red Hat Enterprise Linux Amazon EC2 インスタンスの起動と設
定 (p. 65)
• ステップ 2: Amazon Linux または Red Hat エンタープライズ Linux Amazon EC2 インスタンスにデプ
ロイされるようにソースコンテンツを設定します。 (p. 67)
• ステップ 3: WordPress アプリケーションを Amazon S3 にアップロードする (p. 70)
• ステップ 4: WordPress アプリケーションをデプロイする (p. 74)
• ステップ 5: WordPress アプリケーションを更新して再デプロイする (p. 78)
• ステップ 6: WordPress アプリケーションと関連リソースをクリーンアップする (p. 81)

ステップ 1: Amazon Linux または Red Hat Enterprise
Linux Amazon EC2 インスタンスの起動と設定
CodeDeploy を使用して WordPress アプリケーションをデプロイするには、Amazon Linux または Red
Hat Enterprise Linux (RHEL) を実行する Amazon EC2 インスタンスが必要です。Amazon EC2 インスタン
スでは、HTTP 接続を許可する新しいインバウンドセキュリティルールが必要です。このルールは、正し
くデプロイした後で WordPress ページをブラウザで表示するために必要です。
「のための Amazon EC2 インスタンスの作成 CodeDeploy (p. 214)」の手順に従います。インスタンス
への Amazon EC2 インスタンスタグの割り当てに関するこれらの指示の一部を実行する際には、必ずのタ
グキーを指定します。Nameとタグ値は次のとおりです。CodeDeployDemo。(別のタグキーまたはタグ値
を指定した場合、ステップ 4: WordPress アプリケーションをデプロイする (p. 74) の手順で予期しない
結果が生成される場合があります)。
Amazon EC2 インスタンスの起動手順に従った後、このページに戻り、次のセクションに進みます。には
進まないでください。を使用してアプリケーションを作成 CodeDeploy (p. 269)次のステップとして。

Amazon Linux または RHEL Amazon EC2 インスタンス
Connect。
新しい Amazon EC2 インスタンスの起動後、手順に従ってインスタンスに接続する演習をします。
1.

を使用するsshコマンド (または、のようなSSH対応のターミナルエミュレータ)PuTTY) を使用して
Amazon Linux または RHEL Amazon EC2 インスタンスに接続します。Amazon EC2 インスタンスの
起動時に使用したインスタンスのパブリック DNS アドレスとkey pair プライベートキーが必要になり
ます。詳細については、「」を参照してください。インスタンスへの接続。
たとえば、パブリック DNS アドレスがec2-01-234-567-890.compute-1.amazonaws.comと
指定します。SSH アクセス用の Amazon EC2 インスタンスのkey pair は、という名前で
す。codedeploydemo.pemと入力すると、次のように入力します。
ssh -i /path/to/codedeploydemo.pem ec2-user@ec2-01-234-567-890.compute-1.amazonaws.com

置換/path/to/codedeploydemo.pemあなたへのパスと.pemファイルと、Amazon Linux または
RHEL Amazon EC2 インスタンスのアドレスを含んだ例の DNS アドレスを含みます。
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Note
キーファイルのアクセス権限がオープンすぎるというエラーを受信した場合は、現在の
ユーザー (お客様) だけにアクセス権限を与えるように限定する必要があります。たとえ
ば、chmodLinux、macOS、または UNIX の場合は、以下のように入力します。
chmod 400 /path/to/codedeploydemo.pem

2.

サインインした後、Amazon EC2 インスタンス用の AMI バナーが表示されます。Amazon Linux の場
合は、次のように表示されます。

__| __|_ )
_| (
/
___|\___|___|

3.

Amazon Linux AMI

実行中の Amazon EC2 インスタンスからサインアウトできます。

Warning
Amazon EC2 インスタンスの停止または終了は避けてください。そうしないと、CodeDeploy
がインスタンスにデプロイできません。

Amazon Linux または RHEL Amazon EC2 インスタンスへの
HTTP トラフィックを許可するインバウンドルールを追加する
次のステップでは、デプロイされた WordPress アプリケーションのホームページがブラウザに表示される
ように、Amazon EC2 インスタンスに開いている HTTP ポートがあることを確認します。
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon EC2 コンソール (https://
console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

選択インスタンスを選択し、インスタンスを選択します。

3.

リポジトリの []説明タブ、セキュリティグループで、インバウンドのルールの表示。
セキュリティグループのルールの一覧は、次のように表示されます。
Security Groups associated with i-1234567890abcdef0
Ports
Protocol
Source
launch-wizard-N
22
tcp
0.0.0.0/0
#

4.

[]セキュリティグループで、Amazon EC2 インスタンスのセキュリティグループを選択します。名前
付けられるかもしれないlaunch-wizard-N。N は、インスタンスの作成時にセキュリティグループ
に割り当てられた名前です。
[Inbound] (インバウンド) タブを選択します。インスタンスのセキュリティグループが正しく設定され
ている場合は、次の値を持つルールが表示されます。
• Type: HTTP
• プロトコル: 転送制御プロトコル
• ポート範囲: 80
• 送信元: 0.0.0.0/0

5.

これらの値を持つルールが表示されない場合は、の手順に従います。セキュリティグループへのルー
ルの追加をクリックして、新しいセキュリティルールに追加します。
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ステップ 2: Amazon Linux または Red Hat エンタープ
ライズ Linux Amazon EC2 インスタンスにデプロイさ
れるようにソースコンテンツを設定します。
ここでは、アプリケーションのソースコンテンツを設定し、インスタンスにデプロイできるものを用意し
ます。
トピック
• ソースコードの取得 (p. 67)
• アプリケーションを実行するスクリプトを作成する (p. 68)
• アプリケーション仕様ファイルの追加 (p. 69)

ソースコードの取得
このチュートリアルでは、開発マシンからターゲット Amazon EC2 インスタンスに WordPress コンテン
ツ発行プラットフォームをデプロイします。WordPress のソースコードを入手するには、組み込みのコマ
ンドラインの呼び出しを使用できます。または、開発マシンに Git をインストールしている場合は、代わ
りにそれを使用します。
これらのステップでは、WordPress ソースコードのコピーを開発マシンの /tmp ディレクトリにダウン
ロードすることを前提としています (任意のディレクトリを選択できますが、ステップで /tmp が指定され
ている場合は、その場所に必ず置き換えてください)。
次の 2 つのオプションのいずれかを選択して、開発マシンに WordPress ソースファイルをコピーしま
す。最初のオプションでは、組み込みのコマンドラインの呼び出しを使用します。2 番目のオプションで
は、Git を使用します。
トピック
• WordPress のソースコード (組み込みのコマンドライン呼び出し) のコピーを入手するには (p. 67)
• WordPress ソースコード (Git) のコピーを入手するには (p. 68)

WordPress のソースコード (組み込みのコマンドライン呼び出し) のコピーを入手
するには
1.

wget コマンドを呼び出して、WordPress のソースコードのコピーを .zip ファイル形式で現在のディ
レクトリにダウンロードします。
wget https://github.com/WordPress/WordPress/archive/master.zip

2.

unzip、mkdir、cp、rm コマンドを呼び出して、以下を実行します。
• master.zip ファイルを /tmp/WordPress_Temp ディレクトリ (フォルダ) に解凍します。
• 解凍された内容を、/tmp/WordPress 宛先フォルダにコピーします。
• 一時的な /tmp/WordPress_Temp フォルダと master ファイルを削除します。
コマンドを一度に 1 つずつ実行します。
unzip master -d /tmp/WordPress_Temp
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mkdir -p /tmp/WordPress

cp -paf /tmp/WordPress_Temp/WordPress-master/* /tmp/WordPress

rm -rf /tmp/WordPress_Temp

rm -f master

これにより、/tmp/WordPress フォルダに WordPress ソースコードファイルのクリーンなセットが
配置されます。

WordPress ソースコード (Git) のコピーを入手するには
1.

開発マシンで Git をダウンロードしてインストールします。

2.

/tmp/WordPress フォルダで git init コマンドを呼び出します。

3.

git clone コマンドを呼び出してパブリック WordPress レポジトリのクローンを作成し、その独自のコ
ピーを /tmp/WordPress 宛先フォルダで作成します。
git clone https://github.com/WordPress/WordPress.git /tmp/WordPress

これにより、/tmp/WordPress フォルダに WordPress ソースコードファイルのクリーンなセットが
配置されます。

アプリケーションを実行するスクリプトを作成する
次に、ディレクトリでフォルダとスクリプトを作成します。CodeDeploy はこれらのスクリプトを使用し
て、ターゲット Amazon EC2 インスタンスでアプリケーションリビジョンをセットアップしデプロイしま
す。スクリプトの作成には任意のテキストエディタを使用できます。
1.

WordPress ソースコードのコピーでスクリプトディレクトリを作成します。
mkdir -p /tmp/WordPress/scripts

2.

install_dependencies.sh に /tmp/WordPress/scripts ファイルを作成します。ファイルに
以下の行を追加します。この install_dependencies.sh スクリプトは Apache、MySQL、および
PHP をインストールします。また、PHP に MySQL のサポートを追加します。

#!/bin/bash
sudo amazon-linux-extras install php7.4
sudo yum install -y httpd mariadb-server php

3.

/tmp/WordPress/scripts に start_server.sh ファイルを作成します。ファイルに以下の行を
追加します。この start_server.sh スクリプトは Apache および MySQL を起動します。

#!/bin/bash
systemctl start mariadb.service
systemctl start httpd.service
systemctl start php-fpm.service
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4.

/tmp/WordPress/scripts に stop_server.sh ファイルを作成します。ファイルに以下の行を追
加します。この stop_server.sh スクリプトは Apache および MySQL を停止します。

#!/bin/bash
isExistApp=pgrep httpd
if [[ -n $isExistApp ]]; then
systemctl stop httpd.service
fi
isExistApp=pgrep mysqld
if [[ -n $isExistApp ]]; then
systemctl stop mariadb.service
fi
isExistApp=pgrep php-fpm
if [[ -n $isExistApp ]]; then
systemctl stop php-fpm.service
fi

5.

/tmp/WordPress/scripts に create_test_db.sh ファイルを作成します。ファイルに以下の行
を追加します。この create_test_db.sh スクリプトは、MySQL を使用して、WordPress で使用す
る test データベースを作成します。

#!/bin/bash
mysql -uroot <<CREATE_TEST_DB
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS test;
CREATE_TEST_DB

6.

最後に、/tmp/WordPress/scripts に change_permissions.sh スクリプトファイルを作成し
ます。これは Apache のフォルダのアクセス権限を変更するために使用されます。

Important
このスクリプトにより、誰でも書き込めるように、/tmp/WordPress フォルダのアクセス
権限が更新されました。これは、「ステップ 5: WordPress アプリケーションを更新して再
デプロイする (p. 78)」で WordPress がそのデータベースに書き込みを行うために必要で
す。WordPress アプリケーションがセットアップされたら、次のコマンドを実行して、アク
セス権限をよりセキュアな設定に更新します。
chmod -R 755 /var/www/html/WordPress

#!/bin/bash
chmod -R 777 /var/www/html/WordPress

7.

すべてのスクリプトに実行可能権限を付与します。コマンドラインで、次のように入力します。

chmod +x /tmp/WordPress/scripts/*

アプリケーション仕様ファイルの追加
次に、アプリケーション仕様ファイル (AppSpec ファイル) を追加し、YAMLCodeDeploy によって使用さ
れるフォーマットされたファイル:
• アプリケーションリビジョンのソースファイルを、ターゲット Amazon EC2 インスタンスの宛先にマッ
ピングする。
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• デプロイされたファイルのカスタムアクセス権限を指定する。
• デプロイ中にターゲット Amazon EC2 インスタンスで実行するスクリプトを指定する。
AppSpec ファイルの名前を指定する必要があります。appspec.yml。アプリケーションソースコードの
ルートディレクトリに配置する必要があります。このチュートリアルでは、ルートディレクトリは /tmp/
WordPress です。
テキストエディタで appspec.yml という名前のファイルを作成します。このファイルに次の行を追加し
ます。

version: 0.0
os: linux
files:
- source: /
destination: /var/www/html/WordPress
hooks:
BeforeInstall:
- location: scripts/install_dependencies.sh
timeout: 300
runas: root
AfterInstall:
- location: scripts/change_permissions.sh
timeout: 300
runas: root
ApplicationStart:
- location: scripts/start_server.sh
- location: scripts/create_test_db.sh
timeout: 300
runas: root
ApplicationStop:
- location: scripts/stop_server.sh
timeout: 300
runas: root

CodeDeploy はこのAppSpec ファイルを使用して、/tmp/WordPress開発マシン上のフォルダを/var/
www/html/WordPressターゲット Amazon EC2 インスタンスのフォルダ。デプロイ中、CodeDeploy は
指定されたスクリプトを次のように実行します。rootの/var/www/html/WordPress/scriptsデプ
ロイライフサイクル (など) 中の指定されたイベントで、ターゲット Amazon EC2 インスタンスのフォル
ダBeforeInstallそしてAfterInstall。これらのスクリプトのいずれかで実行に 300 秒 (5 分) 以上か
かる場合、CodeDeploy はデプロイを停止し、デプロイを失敗としてマークします。
これらの設定の詳細については、「CodeDeploy AppSpec ファイルリファレンス (p. 399)」を参照して
ください。

Important
このファイルの項目間のスペースの場所と数は重要です。間隔が正しくない場合、CodeDeploy
はデバッグが困難な可能性のあるエラーを発生させます。詳細については、AppSpec ファイルの
間隔 (p. 431)を参照してください。

ステップ 3: WordPress アプリケーションを Amazon
S3 にアップロードする
ここで、CodeDeploy をデプロイできる場所にソースコンテンツを準備し、アップロードします。次の手
順では、Amazon S3 バケットをプロビジョニングしてバケット用のアプリケーションリビジョンのファイ
ルを準備し、リビジョンのファイルをバンドルしてから、そのリビジョンをバケットにプッシュする方法
を示します。
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Note
このチュートリアルでは説明されていませんが、CodeDeploy を使用して GitHub リポジトリか
らインスタンスにアプリケーションをデプロイできます。詳細については、「CodeDeploy を
GitHub に統合 (p. 60)」を参照してください。
トピック
• Amazon S3 バケットをプロビジョニングする (p. 71)
• バケット用のアプリケーションのファイルを準備する (p. 72)
• アプリケーションのファイルを単一のアーカイブファイルにバンドルし、アーカイブファイルをプッ
シュします。 (p. 73)

Amazon S3 バケットをプロビジョニングする
ストレージコンテナを作成するか、バケットAmazon S3 で-または既存のバケットを使用します。バケッ
トにリビジョンをアップロードできること、およびデプロイで使用される Amazon EC2 インスタンスがバ
ケットからリビジョンをダウンロードできることを確認します。
♪AWS CLI、Amazon S3 コンソール、または Amazon S3 バケットを作成するには、Amazon S3 コンソー
ル、または Amazon S3 API を使用します。バケットを作成したら、バケットと IAM ユーザーにアクセス
権限を付与します。

Note
バケット名はすべて Amazon S3 で一意である必要があります。AWSアカウン
ト。codedeploydemobucket を使用できない場合、codedeploydemobucket の後にダッシュ
と自分の名前のイニシャル、または他の一意な識別子など別のバケット名を試してください。こ
のチュートリアル全体で、バケット名を codedeploydemobucket に置き換えます。
Amazon S3 バケットは同じ Amazon S3 バケットで作成する必要があります。AWSターゲット
Amazon EC2 インスタンスが起動されるリージョン。たとえば、米国東部 (バージニア北部) リー
ジョンにバケットを作成する場合、ターゲット Amazon EC2 インスタンスを米国東部 (バージニ
ア北部) リージョンで起動する必要があります。
トピック
• Amazon S3 バケットを作成するには (CLI) (p. 71)
• Amazon S3 バケットを作成するには (コンソール) (p. 71)
• Amazon S3 バケットと IAM ユーザーにアクセス許可を付与します。 (p. 72)

Amazon S3 バケットを作成するには (CLI)
を呼び出します。mbという名前の Amazon S3 バケットを作成するコマンドcodedeploydemobucket:
aws s3 mb s3://codedeploydemobucket

Amazon S3 バケットを作成するには (コンソール)
1.

[https://console.aws.amazon.com/s3/] で Amazon S3 コンソールを開きます。

2.

Amazon S3 コンソールで、バケットの作成。

3.

[Bucket name] ボックスで、バケットの名前を入力します。

4.

[Region] リストで、ターゲットリージョンを選択し、[Create] を選択します。
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Amazon S3 バケットと IAM ユーザーにアクセス許可を付与します。
Amazon S3 バケットにアップロードするには、アクセス許可が必要です。Amazon S3 バケットポリシー
を使用して、これらのアクセス許可を指定できます。たとえば、次の Amazon S3 バケットポリシーで
は、ワイルドカード文字 (*) を使用すると、AWSアカウント111122223333という名前の Amazon S3 バ
ケット内の任意のディレクトリにファイルをアップロードするにはcodedeploydemobucket:
{

}

"Statement": [
{
"Action": [
"s3:PutObject"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:s3:::codedeploydemobucket/*",
"Principal": {
"AWS": [
"111122223333"
]
}
}
]

を表示するにはAWSアカウント ID。検索の検索AWSアカウント ID。
今は、Amazon S3 バケットが参加している各 Amazon EC2 インスタンスからのダウンロードリクエスト
を許可していることを確認するのに適した時期です。これは、Amazon S3 バケットポリシーを使用して
指定できます。たとえば、次の Amazon S3 バケットポリシーでは、ワイルドカード文字（*）を使用する
と、ARN を含む IAM インスタンスプロファイルがアタッチされたすべての Amazon EC2 インスタンスが
許可されます。arn:aws:iam::444455556666:role/CodeDeployDemoという名前の Amazon S3 バ
ケット内の任意のディレクトリからファイルをダウンロードするにはcodedeploydemobucket:
{

}

"Statement": [
{
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:s3:::codedeploydemobucket/*",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::444455556666:role/CodeDeployDemo"
]
}
}
]

Amazon S3 バケットポリシーを生成してアタッチする方法については、「」を参照してください。バケッ
トポリシーの例。
IAM ポリシーを作成しアタッチする方法については、「」を参照してください。ポリシーの使用。

バケット用のアプリケーションのファイルを準備する
WordPress アプリケーションファイル、AppSpec ファイル、およびスクリプトが、次のような開発用マシ
ンで構成されることを確認します。
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/tmp/
|--WordPress/
|-- appspec.yml
|-- scripts/
|
|-- change_permissions.sh
|
|-- create_test_db.sh
|
|-- install_dependencies.sh
|
|-- start_server.sh
|
|-- stop_server.sh
|-- wp-admin/
|
|-- (various files...)
|-- wp-content/
|
|-- (various files...)
|-- wp-includes/
|
|-- (various files...)
|-- index.php
|-- license.txt
|-- readme.html
|-- (various files ending with .php...)

アプリケーションのファイルを単一のアーカイブファイルにバン
ドルし、アーカイブファイルをプッシュします。
WordPress アプリケーションファイルと AppSpec ファイルをアーカイブファイル (アプリケーションとも
呼ばれる) にバンドルします。リビジョン).

Note
バケットにオブジェクトを保存したり、バケットの内外にアプリケーションのリビジョンを転送
したりする場合に課金されることがあります。詳細については、「Amazon S3 の料金」を参照し
てください。
1.

開発マシンで、ファイルが保存されたフォルダに切り替えます。
cd /tmp/WordPress

Note
このフォルダに切替わらなければ、ファイルのバンドルは現在のフォルダで起動されま
す。たとえば、現在のフォルダが /tmp ではなく /tmp/WordPress である場合、バンドル
は、tmp サブフォルダ以上を含む可能性のある WordPress フォルダ内のファイルとサブ
フォルダから開始します。
2.

create-application コマンドを呼び出して、WordPress_App という名前の新しいアプリケーションを
登録します。
aws deploy create-application --application-name WordPress_App

3.

CodePloy を呼び出します押すコマンドを使用すると、ファイルをまとめてバンドルし、Amazon
S3 にリビジョンをアップロードし、アップロードされたリビジョンに関する情報を 1 つの操作で
CodeDeploy に登録します。
aws deploy push \
--application-name WordPress_App \
--s3-location s3://codedeploydemobucket/WordPressApp.zip \
--ignore-hidden-files

このコマンドは、現在のディレクトリ (隠しファイルを除く) から、という名前の 1 つの
アーカイブファイルにファイルをバンドルします。WordPressApp.zipで、リビジョン
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をcodedeploydemobucketバケットを作成し、アップロードされたリビジョンに関する情報を
CodeDeploy に登録します。

ステップ 4: WordPress アプリケーションをデプロイ
する
ここで、Amazon S3 にアップロードしたサンプルの WordPress アプリケーションリビジョンをデプロイ
します。♪AWS CLIまたは、CodeDeploy コンソールを使用して、リビジョンをデプロイし、デプロイの進
捗状況をモニタリングします。アプリケーションリビジョンが正常にデプロイされた後に、その結果を確
認します。
トピック
• CodeDeploy を使用してアプリケーションリビジョンをデプロイ (p. 74)
• デプロイのモニタリングとトラブルシューティング (p. 76)
• デプロイを確認する (p. 77)

CodeDeploy を使用してアプリケーションリビジョンをデプロイ
アプリケーションリビジョンをデプロイするには、AWS CLI またはコンソールを使用します。
トピック
• アプリケーションリビジョン (CLI) をデプロイするには (p. 74)
• アプリケーションリビジョン (コンソール) をデプロイするには (p. 75)

アプリケーションリビジョン (CLI) をデプロイするには
1.

デプロイにはデプロイグループが必要です。ただし、デプロイグループを作成する前に、サービス
ロール ARN が必要です。サービスロールは、ユーザーに代わってサービスアクセス権限を付与する
IAM ロールです。この場合、サービスロールは、Amazon EC2 インスタンスにアクセスして Amazon
EC2 インスタンスタグを拡張 (読み込み) するためのアクセス権限を CodeDeploy に付与します。
すでに サービスロールの作成 (CLI) (p. 36) の手順に従ってサービスロールを作成している必要
があります。サービスロールの ARN を取得するには、「サービスロール ARN (CLI) を取得しま
す。 (p. 39)」を参照してください。

2.

サービスロール ARN があるため、create-deployment-groupコマンドでという名前のデプロイグ
ループを作成します。WordPress_DepGroupという名前のアプリケーションに関連付けられていま
す。WordPress_Appという名前の Amazon EC2 タグを使用します。CodeDeployDemoデプロイ設
定と呼ばれます。CodeDeployDefault.OneAtATime:
aws deploy create-deployment-group \
--application-name WordPress_App \
--deployment-group-name WordPress_DepGroup \
--deployment-config-name CodeDeployDefault.OneAtATime \
--ec2-tag-filters Key=Name,Value=CodeDeployDemo,Type=KEY_AND_VALUE \
--service-role-arn serviceRoleARN

Note
-デプロイメントグループの作成コマンドは、デプロイおよびインスタンス内の指定されたイ
ベントについて、トピックサブスクライバーに Amazon SNS 通知を送信するトリガーの作成
をサポートします。このコマンドは、Amazon CloudWatch アラームのモニタリングしきい値
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が満たされたときにデプロイを自動的にロールバックし、デプロイを停止するアラームを設
定するオプションもサポートします。このチュートリアルでは、これらのアクションのコマ
ンドは含まれていません。
3.

デプロイを作成する前に、デプロイグループのインスタンスに、CodeDeploy エージェントがインス
トールされている必要があります。AWS Systems Manager で次のコマンドを使用して、コマンドラ
インからエージェントをインストールできます。
aws ssm create-association \
--name AWS-ConfigureAWSPackage \
--targets Key=tag:Name,Values=CodeDeployDemo \
--parameters action=Install,name=AWSCodeDeployAgent \
--schedule-expression "cron(0 2 ? * SUN *)"

このコマンドは、Systems Manager ステートマネージャーで関連付けを作成します。関連付
けは、CodeDeploy エージェントをインストールし、毎週日曜日の午前 2:00 に更新を試みま
す。CodeDeploy エージェントの詳細については、「」を参照してください。CodeDeploy エージェ
ントの使用。Systems Manager の詳細については、「」を参照してください。とはAWS Systems
Manager。
4.

次に、create-deployment コマンドを呼び出して、codedeploydemobucket という名前のバケット
で WordPressApp.zip という名前のアプリケーションバージョンを使用して、WordPress_App と
いう名前のアプリケーション、CodeDeployDefault.OneAtATime という名前のデプロイ設定と
WordPress_DepGroup という名前のデプロイグループに関連付けられるデプロイを作成します。
aws deploy create-deployment \
--application-name WordPress_App \
--deployment-config-name CodeDeployDefault.OneAtATime \
--deployment-group-name WordPress_DepGroup \
--s3-location bucket=codedeploydemobucket,bundleType=zip,key=WordPressApp.zip

アプリケーションリビジョン (コンソール) をデプロイするには
1.

CodeDeploy コンソールを使用してアプリケーションリビジョンをデプロイする前に、サービスロー
ル ARN が必要になります。サービスロールは、ユーザーに代わってサービスアクセス権限を付与
する IAM ロールです。この場合、サービスロールは、Amazon EC2 インスタンスにアクセスして
Amazon EC2 インスタンスタグを拡張 (読み込み) するためのアクセス権限を CodeDeploy に付与しま
す。
すでに サービスロールの作成 (コンソール) (p. 35) の手順に従ってサービスロールを作成している必
要があります。サービスロールの ARN を取得するには、「サービスロール ARN の取得 (コンソール)
(p. 38)」を参照してください。

2.

ARN があるため、CodeDeploy コンソールを使用して、アプリケーションリビジョンをデプロイしま
す。
にサインインします。AWS Management Consoleで、CodeDeploy コンソールを開きます。https://
console.aws.amazon.com/codedeploy。

Note
で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使用してサインインしま
す。CodeDeploy の開始方法 (p. 33)。
3.

ナビゲーションペインで、[] を展開します。デプロイ[] の順に選択し、アプリケーション。

4.

アプリケーションのリストで、[]app。

5.

[デプロイグループ] タブで、[デプロイグループの作成] を選択します。

6.

[Deployment group name] (デプロイグループ名) に「WordPress_DepGroup」と入力します。

7.

[Deployment type] で、[In-place deployment] を選択します。
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8.

Eclipse環境設定で、[]Amazon EC2 インスタンス。

9.

Eclipseを使用したエージェントの設定AWS Systems Managerの場合は、デフォルトのままにしてお
きます。

10. [Key] (キー) に、「Name」と入力します。
11. [値] に「CodeDeployDemo」と入力します。

Note
入力後CodeDeployDemo、a1[] の下に表示されます。一致するインスタンスCodeDeploy が
一致する Amazon EC2 インスタンスが 1 つ見つかったことを確認します。
12. Eclipseデプロイ設定で、CodeDeployDefault.OneAtATime。
13. [サービスロール ARN] でサービスロール ARN を選択し、[デプロイグループの作成] を選択します。
14. [Create deployment] を選択します。
15. [デプロイグループ] で [WordPress_DepGroup] を選択します。
16. [] の次へ[Repository type]で、アプリケーションは Amazon S3 に保存されます。。Eclipseリビジョン
の場所で、前に Amazon S3 にアップロードしたサンプルの WordPress アプリケーションリビジョン
の場所を入力します。場所を取得するには。
a.

[https://console.aws.amazon.com/s3/] で Amazon S3 コンソールを開きます。

b.

バケットのリストで、[] を選択します。コードデプロイデモバケット(または、アプリケーション
リビジョンをアップロードしたバケットの名前)。

c.

オブジェクトのリストで、WordPressApp.zip。

d.

[概要] タブで、[リンク] フィールドの値をクリップボードにコピーします。
次のように表示されます。
https://s3.amazonaws.com/codedeploydemobucket/WordPressApp.zip

e.

CodeDeploy コンソールに戻り、リビジョンの場所で、リンクフィールド値。

17. [ファイルタイプ] リストで、ファイルの種類を検出できないというメッセージが表示される場合は、
[.zip] を選択します。
18. (オプション) [Deployment description] ボックスにコメントを入力します。
19. 拡張デプロイグループのオーバーライドであり、からデプロイ設
定で、CodeDeployDefault.OneAtATime。
20. [Start deployment (デプロイの開始)] を選択します。新しく作成されたデプロイに関する情報は
[Deployments] ページに表示されます。

デプロイのモニタリングとトラブルシューティング
デプロイをモニタリングおよびトラブルシューティングするには AWS CLI またはコンソールを使用しま
す。
トピック
• デプロイ (CLI) をモニタリングおよびトラブルシューティングするには (p. 76)
• デプロイ (コンソール) をモニタリングおよびトラブルシューティングするには (p. 77)

デプロイ (CLI) をモニタリングおよびトラブルシューティングするには
1.

WordPress_App という名前のアプリケーションと WordPress_DepGroup という名前のデプロイグ
ループに対して list-deployments コマンドを呼び出して、デプロイの ID を取得します。
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aws deploy list-deployments --application-name WordPress_App --deployment-group-name
WordPress_DepGroup --query 'deployments' --output text

2.

デプロイ ID を使用して get-deployment コマンドを呼び出します。
aws deploy get-deployment --deployment-id deploymentID --query 'deploymentInfo.status'
--output text

3.

コマンドはデプロイの全体ステータスを返します。成功すると、値は Succeeded になります。
全体的なステータスがの場合Failedの場合、次のようなコマンドを呼び出すことができます。リス
ト・デプロイメント・インスタンスそしてデプロイメントインスタンスの取得のトラブルシューティ
ングを行います。トラブルシューティングの他のオプションについては、「ログファイルの分析によ
るインスタンスでのデプロイの失敗の調査 (p. 464)」を参照してください。

デプロイ (コンソール) をモニタリングおよびトラブルシューティングするには
リポジトリの []デプロイページの CodeDeploy コンソールで、デプロイのステータスをモニタリングでき
ます。ステータス列でロードバランサーの ID をクリックします。
特に [Status] 列の値が [Succeeded] 以外の値である場合にデプロイに関する詳細情報を取得するには。
1.

[デプロイ] テーブルで、デプロイの名前を選択します。デプロイが失敗すると、失敗の原因を説明す
るメッセージが表示されます。

2.

[インスタンスアクティビティ] に、デプロイに関する詳細情報が表示されます。デプロイが失敗した
ら、デプロイが失敗した Amazon EC2 インスタンスおよびステップを特定できる場合があります。

3.

より多くのトラブルシューティングを行う場合、「View Instance Details (p. 255)」で説明されて
いるような手法を使用できます。また、Amazon EC2 インスタンスでデプロイログファイルを分
析できます。詳細については、「ログファイルの分析によるインスタンスでのデプロイの失敗の調
査 (p. 464)」を参照してください。

デプロイを確認する
デプロイが成功したら、WordPress インストールが動作していることを確認します。Amazon EC2 インス
タンスのパブリック DNS アドレスを使用します。/WordPressをクリックして、ウェブブラウザでサイ
トを表示します。(Amazon EC2 コンソールでパブリック DNS 値を取得するには、Amazon EC2 インスタ
ンスを選択し、説明[] タブで、[] の値を探します。パブリック DNS。）
たとえば、Amazon EC2 インスタンスのパブリック DNS アドレス
がec2-01-234-567-890.compute-1.amazonaws.comの場合は、次の URL を使用します。
http://ec2-01-234-567-890.compute-1.amazonaws.com/WordPress

ブラウザでサイトを表示すると、次のような WordPress のウェルカムページが表示されます。
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Amazon EC2 インスタンスで、HTTP インバウンドルールがそのセキュリティグループに追加されていな
い場合、WordPress ウェルカムページは表示されません。リモートサーバーが応答していないというメッ
セージが表示された場合は、Amazon EC2 インスタンスのセキュリティグループにインバウンドルールが
あることを確認します。詳細については、 Amazon Linux または RHEL Amazon EC2 インスタンスへの
HTTP トラフィックを許可するインバウンドルールを追加する (p. 66)を参照してください。

ステップ 5: WordPress アプリケーションを更新して
再デプロイする
正常にアプリケーションリビジョンをデプロイしたので、開発用マシンで WordPress コードを更新
し、CodeDeploy を使用して、サイトを再デプロイします。後で、Amazon EC2 インスタンスでコード変
更を確認する必要があります。
トピック
• WordPress サイトを設定する (p. 78)
• サイトの変更 (p. 79)
• サイトの再デプロイ (p. 79)

WordPress サイトを設定する
コード変更の効果を表示するには、完全に機能するインストールができるように、WordPress サイトの設
定を終了します。
1.

ウェブブラウザにサイトの URL を入力します。URL は Amazon EC2 インスタンスの
パブリック DNS アドレスと/WordPress拡張機能。この WordPress サイトの例 (およ
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び例:Amazon EC2 インスタンスのパブリック DNS アドレス) では、URL はhttp://
ec2-01-234-567-890.compute-1.amazonaws.com/WordPress。
2.
3.

サイトをまだ設定していない場合は、WordPress のデフォルトのウェルカムページが表示されます。
[始めましょう] を選択します。
デフォルトの MySQL データベースを使用するため、データベース設定ページで、以下の値を入力し
ます。
• データベース名: test
• ユーザー名: root
• パスワード: [] は空白のままにします。
• データーベースホスト: localhost
• テーブルプレフィックス: wp_
[Submit] を選択して、データベースをセットアップします。

4.

サイト設定を続行します。[Welcome] ページで任意の値を入力して [Install WordPress] を選択しま
す。インストールが完了したら、ダッシュボードにサインインできます。

Important
WordPress アプリケーションのデプロイ中に、change_permissions.sh スクリプトにより /
tmp/WordPress フォルダのアクセス権限が更新されたため、誰でもこのフォルダに書き込むこ
とができます。ここで、次のコマンドを実行して、所有者のみが書き込めるようにアクセス権限
を制限します。
chmod -R 755 /var/www/html/WordPress

サイトの変更
WordPress サイトを変更するには、開発用マシンのアプリケーションのフォルダを参照してください。

cd /tmp/WordPress

サイトの色の一部を変更するには、wp-content/themes/twentyfifteen/style.css ファイルで、
テキストエディターまたは sed を使用して、#fff を #768331 に変更します。
Linux または、GNU sed を持つほかのシステムでは、以下を使用します。

sed -i 's/#fff/#768331/g' wp-content/themes/twentyfifteen/style.css

macOS、Unix、または BSD sed を持つ他のシステムでは、以下を使用します。

sed -i '' 's/#fff/#768331/g' wp-content/themes/twentyfifteen/style.css

サイトの再デプロイ
サイトのコードを変更したので、Amazon S3 と CodeDeploy を使用して、サイトを再デプロイします。
「」の説明に従って、変更を Amazon S3 にバンドルおよびアップロードします。アプリケーションの
ファイルを単一のアーカイブファイルにバンドルし、アーカイブファイルをプッシュします。 (p. 73)。
API バージョン 2014-10-06
79

AWS CodeDeploy ユーザーガイド
ステップ 5: アプリケーションの更新と再デプロイ

(これらの手順に従うときに、アプリケーションを作成する必要がないことに注意してください。) 新しい
リビジョンに以前と同じキーを指定します (WordPressApp.zip)。それを先に作成した同じ Amazon S3
バケットにアップロードします (例:codedeploydemobucket).
を使用するAWS CLI、CodeDeploy コンソール、または CodeDeploy API を使用して、サイトを再デプロ
イします。
トピック
• サイト (CLI) に再デプロイするには (p. 80)
• サイト (コンソール) を再デプロイするには (p. 80)

サイト (CLI) に再デプロイするには
create-deployment コマンドを呼び出して、新しくアップロードされたリビジョンに基づいたデ
プロイを作成します。codedeploydemobucket という名前のバケットにある WordPress_App
という名前のアプリケーション、CodeDeployDefault.OneAtATime という名前のデプロイ設
定、WordPress_DepGroup という名前のデプロイグループ、WordPressApp.zip という名前のリビ
ジョンを使用します。
aws deploy create-deployment \
--application-name WordPress_App \
--deployment-config-name CodeDeployDefault.OneAtATime \
--deployment-group-name WordPress_DepGroup \
--s3-location bucket=codedeploydemobucket,bundleType=zip,key=WordPressApp.zip

「デプロイのモニタリングとトラブルシューティング (p. 76)」に説明されているように、デプロイのス
テータスを確認できます。
CodeDeploy でサイトを再デプロイしたら、ウェブブラウザでサイトに再度アクセスし、色が変更されて
いることを確認します。(ブラウザを更新することが必要な場合があります。) 色が変更されていた場合
は、サイトは正常に変更され、再デプロイされています。

サイト (コンソール) を再デプロイするには
1.

にサインインします。AWS Management Consoleで、CodeDeploy コンソールを開きます。https://
console.aws.amazon.com/codedeploy。

Note
で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使用してサインインしま
す。CodeDeploy の開始方法 (p. 33)。
2.

ナビゲーションペインで、[] を展開します。デプロイ[] の順に選択します。アプリケーション。

3.

アプリケーションの一覧で、[] を選択します。app。

4.

[デプロイグループ] タブで、[WordPress_DepGroup] を選択します。

5.

[Create deployment] を選択します。

6.

[Create deployment] ページの
a.

[デプロイグループ] で [WordPress_DepGroup] を選択します。

b.

左[Repository type][] エリア、[]アプリケーションが Amazon S3 に保存されます。[] の順にクリッ
クし、リビジョンの Amazon S3 リンクをリビジョンの場所ボックスに移動するとそのように表
示されます。リンク値を確認するには。
i.

別のブラウザタブで
AWS Management Console にサインインし、Amazon S3 コンソール (https://
console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
API バージョン 2014-10-06
80

AWS CodeDeploy ユーザーガイド
ステップ 6: クリーンアップ

[] を参照して開きますコードデプロイデモバケット[] の順にクリックし、リビジョンを選択
します。WordPressApp.zip。
ii.

そのファイルにプロパティ[] ペインは Amazon S3 コンソールで表示されません。プロパ
ティボタンを使用します。

iii.

左プロパティ[] ペインで、[] の値をコピーしますリンク[] フィールドをリビジョンの場所[]
ボックスで CodeDeploy ボックスを使用します。

c.

ファイルの種類を検出できないというメッセージが表示される場合は、[.zip] を選択します。

d.

[Deployment description] ボックスを空白のままにしておきます。

e.

拡張デプロイグループのオーバーライドそしてからデプロイ設
定で、CodeDeployDefault.OneAtATime。

f.

[Start deployment (デプロイの開始)] を選択します。新しく作成されたデプロイに関する情報は
[Deployments] ページに表示されます。

g.

「デプロイのモニタリングとトラブルシューティング (p. 76)」に説明されているように、デプ
ロイのステータスを確認できます。
CodeDeploy でサイトを再デプロイしたら、ウェブブラウザでサイトに再度アクセスし、色が変
更されていることを確認します。(ブラウザを更新することが必要な場合があります。) 色が変更
されていた場合は、サイトは正常に変更され、再デプロイされています。

ステップ 6: WordPress アプリケーションと関連リ
ソースをクリーンアップする
これで、WordPress コードを正常に更新し、サイトを再デプロイしました。このチュートリアル用に作成
したリソースの継続的な料金の発生を回避するため、以下を削除する必要があります。
• すべてAWS CloudFormationAmazon EC2 インスタンスをの外部で作成した場合は、スタック (または、
すべての Amazon EC2 インスタンスを終了します)AWS CloudFormation).
• Amazon S3 バケット。
• -WordPress_AppCodeDeploy 内のアプリケーション。
• -AWS Systems ManagerCodeDeploy エージェントのステートマネージャーの関連付け。
♪AWS CLIとすると、AWS CloudFormation、Amazon S3、Amazon EC2、CodeDeploy コンソール、また
はAWSクリーンアップを実行する API。
トピック
• リソース (CLI) をクリーンアップするには (p. 81)
• リソース (コンソール) をクリーンアップするには (p. 82)
• 次のステップ (p. 83)

リソース (CLI) をクリーンアップするには
1.

このチュートリアルで AWS CloudFormation テンプレートを使用した場合
は、CodeDeployDemoStack という名前のスタックに対して delete-stack コマンドを呼び出しま
す。これにより、付随するすべての Amazon EC2 インスタンスが終了し、スタックによって作成され
た付随するすべての IAM ロールが削除されます。
aws cloudformation delete-stack --stack-name CodeDeployDemoStack
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2.

Amazon S3 バケットを削除するには、rmコマンドを--recursive名前のバケットに対して切り替え
るcodedeploydemobucket。これにより、バケットとバケット内のすべてのオブジェクトが削除さ
れます。
aws s3 rm s3://codedeploydemobucket --recursive

3.

WordPress_App アプリケーションを削除するには、delete-application コマンドを呼び出します。こ
れにより、関連するすべてのデプロイグループレコードと、アプリケーションのデプロイレコードも
削除されます。
aws deploy delete-application --application-name WordPress_App

4.

Systems Manager ステートマネージャーの関連付けを削除するには、delete-associationコマンド。
aws ssm delete-association --assocation-id association-id

あなたは得ることができます######## IDはを呼び出します。describe-associationコマンド。
aws ssm describe-association --name AWS-ConfigureAWSPackage --targets
Key=tag:Name,Values=CodeDeployDemo

使用しなかった場合AWS CloudFormationこのチュートリアルのスタックでは、terminate-instancesコマン
ドを実行して、手動で作成した Amazon EC2 インスタンスを終了します。終了する Amazon EC2 インス
タンスの ID を指定します。
aws ec2 terminate-instances --instance-ids instanceId

リソース (コンソール) をクリーンアップするには
このチュートリアルで AWS CloudFormation テンプレートを使用した場合、関連付けられていた AWS
CloudFormation スタックを削除します。
1.

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

2.

[フィルタ] ボックスで、前に作成した AWS CloudFormation スタック名 (例:
CodeDeployDemoStack) を入力します。

3.

スタック名の横のボックスをオンにします。[Actions] メニューで、[Delete Stack] を選択します。
AWS CloudFormationは、スタックを削除し、付随するすべての Amazon EC2 インスタンスを終了
し、付随するすべての IAM ロールを削除します。

の外部で作成した Amazon EC2 インスタンスを終了するにはAWS CloudFormationスタック:
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon EC2 コンソール (https://
console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

[INSTANCES] リストで、[Instances] を選択します。

3.

検索ボックスで、終了する Amazon EC2 インスタンスの名前を入力します (例:CodeDeployDemo) を
入力して、Enter キーを押します。

4.

Amazon EC2 インスタンス名を選択します。

5.

[Actions] メニューで [Instance State] をポイントし、[Terminate] を選択します。プロンプトが表示さ
れたら、[Yes, Terminate] を選択します。
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インスタンスごとにこれらの手順を繰り返します。
Amazon S3 バケットを削除するには
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon S3 コンソール (https://
console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。

2.

バケットのリストで、前に作成した Amazon S3 バケットの名前を参照して選択します
(例:codedeploydemobucket).

3.

バケットを削除する前に、まず、そのコンテンツを削除する必要があります。WordPressApp.zip
のようなバケット内のすべてのファイルを選択します。[Actions] メニューで、[Delete] を選択しま
す。削除を確認するプロンプトが表示されたら、[OK] を選択します。

4.

バケットが空になると、バケットを削除できます。バケットのリストで、バケットの行 (バケット名
ではなく) を選択します。[Delete bucket] を選択し、確認が求められたら [OK] を選択します。

を削除するにはWordPress_AppCodeDeploy からのアプリケーション:
1.

にサインインします。AWS Management Consoleで、CodeDeploy コンソールを開きます。https://
console.aws.amazon.com/codedeploy。

Note
で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使用してサインインしま
す。CodeDeploy の開始方法 (p. 33)。
2.

ナビゲーションペインで、デプロイ[] の順に選択します。アプリケーション。

3.

アプリケーションのリストで、app。

4.

[Application details] ページで、[Delete application] を選択します。

5.

プロンプトが表示されたら、アプリケーションの名前を入力して削除することを確定し、[削除] を選
択します。

Systems Manager ステートマネージャーの関連付けを削除するには
1.

を開くAWS Systems Managerhttps://console.aws.amazon.com/systems-manager でコンソール。

2.

ナビゲーションペインで、[ステートマネージャー] を選択します。

3.

作成した関連付けを選択し、[削除] を選択します。

次のステップ
ここまでの作業で、CodeDeploy デプロイが正常に完了し、サイトのコードが更新され、再デプロイされ
ました。

チュートリアル: 「こんにちは、世界！」を展開し
てください。CodeDeploy を使用したアプリケー
ション (Windows サーバー)
このチュートリアルでは、ウェブサーバーとしてインターネットインフォメーションサービス (IIS) を実行
している単一の Windows Server Amazon EC2 インスタンスに 1 つのウェブページをデプロイします。こ
のウェブページには、シンプルな「Hello, World! メッセージ。
お探しのものではありませんか。
API バージョン 2014-10-06
83

AWS CodeDeploy ユーザーガイド
ステップ 1: Amazon EC2 インスタンスの起動

• 代わりに Amazon Linux または Red Hat Enterprise Linux (RHEL) Amazon EC2 インスタンスへの
デプロイを実践するには、「」チュートリアル: Amazon EC2 インスタンスに WordPress をデプ
ロイする（Amazon Linux または Red Hat エンタープライズ Linux および Linux、macOS、または
Unix） (p. 64)。
• 代わりにオンプレミスインスタンスへのデプロイの演習を行う場合は、「チュートリアル: CodeDeploy
(Windows サーバー、Ubuntu サーバー、または Red Hat エンタープライズ Linux) を使用してオンプレ
ミスインスタンスにアプリケーションをデプロイする (p. 99)」を参照してください。
このチュートリアルのステップは、Windows の使用を前提としています。これらのステップのほとんどは
Linux、macOS、または Unix を実行しているローカルマシンでも完了できますが、などの Windows ベー
スのディレクトリパスに対応するパスを使用する必要があります。c:\temp。また、Amazon EC2 イン
スタンスに接続する場合は、リモートデスクトッププロトコル (RDP) 経由で Windows Server を実行する
Amazon EC2 インスタンスに接続できるクライアントアプリケーションが必要です (Windows にはデフォ
ルトで、RDP 接続クライアントアプリケーションが搭載されています)。
このチュートリアルを開始する前に、「」の前提条件を完了している必要がありますCodeDeploy の開始
方法 (p. 33)IAM ユーザーの設定、のインストールまたはアップグレードを含むAWS CLI、IAM インスタン
スプロファイルとサービスロールを作成する。
トピック
• ステップ 1: Windows Server の Amazon EC2 インスタンスの起動 (p. 84)
• ステップ 2: ソースコンテンツを Windows Server の Amazon EC2 インスタンスにデプロイするように
構成します。 (p. 86)
• ステップ 3: 「こんにちは、世界！」をアップロードしてください。Amazon S3 へのアプリケーショ
ン (p. 88)
• ステップ 4: Hello World アプリケーションをデプロイする (p. 91)
• ステップ 5: 「こんにちは、世界！」を更新して再デプロイしてください。アプリケーショ
ン (p. 95)
• ステップ 6: お客様の「hello, world!」 アプリをクリーンアップする ションと関連リソース (p. 97)

ステップ 1: Windows Server の Amazon EC2 インス
タンスの起動
CodeDeploy を使用した Hello World アプリケーションをデプロイするには、Windows Server を実行する
Amazon EC2 インスタンスが必要です。
「のための Amazon EC2 インスタンスの作成 CodeDeploy (p. 214)」の手順に従います。Amazon EC2
インスタンスタグをインスタンスに割り当てる準備ができたら、必ずのタグキーを指定します。Nameと、
のタグ値CodeDeployDemo。(別のタグキーまたはタグ値を指定した場合、「ステップ 4: Hello World アプ
リケーションをデプロイする (p. 91)」の手順で予期しない結果が生成される場合があります)。
Amazon EC2 インスタンスの起動後、このページに戻り、次のセクションに進みます。次のステップとし
て、を使用してアプリケーションを作成 CodeDeploy (p. 269) には進まないでください。

Amazon EC2 インスタンスConnect。
Amazon EC2 インスタンスの起動後、手順に従ってインスタンスに接続する演習をします。

Note
これらの手順では、Windows および Windows Desktop Connection クライアントアプリケーショ
ンを実行していることを前提としています。詳細については、 を参照してください。RDP を使用
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した Windows インスタンスへの接続。他のオペレーティングシステムまたは他の RDP 接続クラ
イアントアプリケーションに、これらの手順を適用する必要が生じる場合もあります。
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon EC2 コンソール (https://
console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Instances] の下にある [Instances] を選択します。

3.

一覧で Windows Server インスタンスを参照して選択します。

4.

[Connect] を選択します。

5.

[パスワードの取得]、[ファイルの選択] の順に選択します。

6.

Windows Server の Amazon EC2 インスタンスに関連付けられた Amazon EC2 key pair ファイルを参
照して選択し、オープン。

7.

[Decrypt Password] を選択します。表示されるパスワードをメモしておきます。これはステップ 10 で
必要になります。

8.

[Download Remote Desktop File] を選択し、ファイルを開きます。

9.

リモート接続の発行元を特定できなくても接続を求められる場合は、続行します。

10. ステップ 7 でメモしておいたパスワードを入力し、次に進みます (RDP 接続クライアントアプリケー
ションでユーザー名が求められた場合は、Administrator と入力します)。
11. リモートコンピュータの ID を確認できなくても接続を求められた場合は、続行します。
12. 接続後、Windows Server を実行する Amazon EC2 インスタンスのデスクトップが表示されます。
13. これで Amazon EC2 インスタンスから切断することができます。

Warning
インスタンスを停止または削除しないでください。それ以外の場合は、CodeDeploy をデプ
ロイすることはできません。

Windows サーバー Amazon EC2 インスタンスへの HTTP トラ
フィックを許可するインバウンドルールを追加する
次のステップでは、Windows Server の Amazon EC2 インスタンスのデプロイされたウェブページがブラ
ウザに表示されるように、Amazon EC2 インスタンスの開いている HTTP ポートがあることを確認しま
す。
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon EC2 コンソール (https://
console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

選択インスタンスを選択し、インスタンスを選択します。

3.

リポジトリの []説明タブ、セキュリティグループで、インバウンドのルールの表示。
セキュリティグループのルールの一覧は、次のように表示されます。
Security Groups associated with i-1234567890abcdef0
Ports
Protocol
Source
launch-wizard-N
22
tcp
0.0.0.0/0
#

4.

[]セキュリティグループで Amazon EC2 インスタンスのセキュリティグループを選択します。名前付
けられるかもしれないlaunch-wizard-N。N は、インスタンスの作成時にセキュリティグループに
割り当てられた名前です。
[Inbound] (インバウンド) タブを選択します。インスタンスのセキュリティグループが正しく設定され
ている場合は、次の値を持つルールが表示されます。
• Type: HTTP
• プロトコル: 転送制御プロトコル
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• ポート範囲: 80
• 送信元: 0.0.0.0/0
5.

これらの値を持つルールが表示されない場合は、の手順に従います。セキュリティグループへのルー
ルの追加をクリックして、新しいセキュリティルールに追加します。

ステップ 2: ソースコンテンツを Windows Server の
Amazon EC2 インスタンスにデプロイするように構成
します。
ここでは、アプリケーションのソースコンテンツを設定し、Amazon EC2 インスタンスにデプロイで
きるものを用意します。このチュートリアルでは、ウェブサーバーとして Windows Server を実行す
る Amazon EC2 インスタンスに 1 つのウェブページをデプロイします。これはウェブサーバーとして
Internet Information Services (IIS) を実行します。このウェブページには、シンプルな「Hello, World!」が
表示されます。メッセージ。
トピック
• ウェブページの作成 (p. 86)
• アプリケーションを実行するスクリプトを作成する (p. 87)
• アプリケーション仕様ファイルの追加 (p. 87)

ウェブページの作成
1.

HelloWorldApp フォルダで c:\temp というサブディレクトリ (サブフォルダ) を作成し、そのフォ
ルダに切り替えます。
mkdir c:\temp\HelloWorldApp
cd c:\temp\HelloWorldApp

Note
c:\temp という場所、または HelloWorldApp というサブフォルダ名を必ず使用する必要
はありません。別の場所またはサブフォルダ名を使用する場合は、必ずこのチュートリアル
全体で使用してください。
2.

テキストエディタを使用して、フォルダ内にファイルを作成します。ファイルを index.html と名付
けます。
notepad index.html

3.

次の HTML コードをファイルに追加し、ファイルを保存します。
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Hello, World!</title>
<style>
body {
color: #ffffff;
background-color: #0188cc;
font-family: Arial, sans-serif;
font-size:14px;
}
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</style>
</head>
<body>
<div align="center"><h1>Hello, World!</h1></div>
<div align="center"><h2>You have successfully deployed an application using
CodeDeploy</h2></div>
<div align="center">
<p>What to do next? Take a look through the <a href="https://aws.amazon.com/
codedeploy">CodeDeploy Documentation</a>.</p>
</div>
</body>
</html>

アプリケーションを実行するスクリプトを作成する
次に、CodeDeploy がターゲット Amazon EC2 インスタンスでウェブサーバーをセットアップするために
ウェブサーバーをセットアップするためにが使用するスクリプトを作成します。
1.

index.html ファイルが保存されているのと同じサブフォルダで、テキストエディタを使用して別の
ファイルを作成します。ファイルを before-install.bat と名付けます。
notepad before-install.bat

2.

次のバッチスクリプトコードをファイルに追加し、ファイルを保存します。
REM Install Internet Information Server (IIS).
c:\Windows\Sysnative\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -Command Import-Module -Name
ServerManager
c:\Windows\Sysnative\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -Command InstallWindowsFeature Web-Server

アプリケーション仕様ファイルの追加
次に、ウェブページとバッチスクリプトファイルに加えて、アプリケーション仕様ファイル (AppSpec
ファイル) を追加します。AppSpec ファイルはYAMLCodeDeploy によって使用されるフォーマットされた
ファイル:
• アプリケーションリビジョンのソースファイルを、インスタンスの宛先にマッピングする。
• デプロイ中にインスタンスで実行するスクリプトを指定する。
AppSpec ファイルの名前を指定する必要がありますappspec.yml。アプリケーションソースコードの
ルートフォルダに配置する必要があります。
1.

index.html および before-install.bat ファイルが保存されているのと同じサブフォルダで、
テキストエディタを使用して別のファイルを作成します。ファイルを appspec.yml と名付けます。
notepad appspec.yml

2.

次の YAML コードをファイルに追加し、ファイルを保存します。
version: 0.0
os: windows
files:
- source: \index.html
destination: c:\inetpub\wwwroot
hooks:
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BeforeInstall:
- location: \before-install.bat
timeout: 900

CodeDeploy は、この AppSpec ファイルを使用してindex.htmlアプリケーションソースコードのルート
フォルダにあるファイルをc:\inetpub\wwwrootターゲット Amazon EC2 インスタンス上のフォルダ。
デプロイ中、CodeDeploy はbefore-install.batでターゲットの Amazon EC2 インスタンスでバッチ
スクリプトを実行します。BeforeInstallデプロイライフサイクルイベント。このスクリプトの実行に
900 秒 (15 分) 以上かかる場合、CodeDeploy はデプロイを停止し、Amazon EC2 インスタンスへのデプロ
イを失敗とマークします。
これらの設定の詳細については、「CodeDeploy AppSpec ファイルリファレンス (p. 399)」を参照して
ください。

Important
このファイルの項目間のスペースの場所と数は重要です。間隔が正しくない場合、CodeDeploy
はデバッグが困難な可能性のあるエラーを発生させます。詳細については、AppSpec ファイルの
間隔 (p. 431)を参照してください。

ステップ 3: 「こんにちは、世界！」をアップロード
してください。Amazon S3 へのアプリケーション
ここで、CodeDeploy がソースコンテンツをデプロイできる場所にソースコンテンツを準備してアップ
ロードします。次の手順では、Amazon S3 バケットをプロビジョニングしてバケット用のアプリケーショ
ンリビジョンのファイルを準備し、リビジョンのファイルをバンドルしてから、そのリビジョンをバケッ
トにプッシュする方法を示します。

Note
このチュートリアルでは説明されていませんが、CodeDeploy を使用して GitHub リポジトリか
らインスタンスにアプリケーションをデプロイできます。詳細については、「CodeDeploy を
GitHub に統合 (p. 60)」を参照してください。
トピック
• Amazon S3 バケットをプロビジョニングする (p. 88)
• バケット用のアプリケーションのファイルを準備する (p. 90)
• アプリケーションのファイルを単一のアーカイブファイルにバンドルし、アーカイブファイルをプッ
シュします。 (p. 90)

Amazon S3 バケットをプロビジョニングする
ストレージコンテナを作成するかバケットAmazon S3 で — または既存のバケットを使用します。バケッ
トにリビジョンをアップロードできること、およびデプロイで使用される Amazon EC2 インスタンスがバ
ケットからリビジョンをダウンロードできることを確認します。
♪AWS CLI、Amazon S3 コンソール、または Amazon S3 バケットを作成するには、Amazon S3 コンソー
ル、または Amazon S3 API を使用します。バケットを作成したら、バケットと IAM ユーザーにアクセス
権限を付与します。

Note
バケット名は、Amazon S3 で一意である必要があります。AWSアカウン
ト。codedeploydemobucket を使用できない場合、codedeploydemobucket の後にダッシュ
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と自分の名前のイニシャル、または他の一意な識別子など別のバケット名を試してください。こ
のチュートリアル全体で、バケット名を codedeploydemobucket に置き換えます。
Amazon S3 バケットは同じに作成する必要があります。AWSターゲット Amazon EC2 インスタ
ンスが起動されるリージョン。たとえば、米国東部 (バージニア北部) リージョンにバケットを作
成する場合、ターゲット Amazon EC2 インスタンスを米国東部 (バージニア北部) リージョンで起
動する必要があります。
トピック
• Amazon S3 バケットを作成するには (CLI) (p. 89)
• Amazon S3 バケットを作成するには (コンソール) (p. 89)
• Amazon S3 バケットと IAM ユーザーにアクセス許可を付与します。 (p. 89)

Amazon S3 バケットを作成するには (CLI)
を呼び出します。mbという名前の Amazon S3 バケットを作成するコマンドcodedeploydemobucket:
aws s3 mb s3://codedeploydemobucket

Amazon S3 バケットを作成するには (コンソール)
1.

[https://console.aws.amazon.com/s3/] で Amazon S3 コンソールを開きます。

2.

Amazon S3 コンソールで [] を選択します。バケットの作成。

3.

[Bucket name] ボックスで、バケットの名前を入力します。

4.

[Region] リストで、ターゲットリージョンを選択し、[Create] を選択します。

Amazon S3 バケットと IAM ユーザーにアクセス許可を付与します。
Amazon S3 バケットにアップロードするアクセス許可が必要です。Amazon S3 バケットポリシーを使用
して、これらのアクセス許可を指定できます。たとえば、次の Amazon S3 バケットポリシーでは、ワイ
ルドカード文字 (*) を使用すると、AWSアカウント111122223333という名前の Amazon S3 バケット内
の任意のディレクトリにファイルをアップロードするにはcodedeploydemobucket:
{

}

"Statement": [
{
"Action": [
"s3:PutObject"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:s3:::codedeploydemobucket/*",
"Principal": {
"AWS": [
"111122223333"
]
}
}
]

を表示するにはAWSアカウント ID。を参照してください。検索するのAWSアカウント ID。
今は、Amazon S3 バケットが参加している各 Amazon EC2 インスタンスからのダウンロードリクエスト
を許可していることを確認するのに適した時期です。これを指定するには、Amazon S3 バケットポリシー
を使用します。たとえば、次の Amazon S3 バケットポリシーでは、ワイルドカード文字（*）を使用する
と、ARN を含む IAM インスタンスプロファイルがアタッチされたすべての Amazon EC2 インスタンスが
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許可されます。arn:aws:iam::444455556666:role/CodeDeployDemoという名前の Amazon S3 バ
ケット内の任意のディレクトリからファイルをダウンロードするにはcodedeploydemobucket:
{

}

"Statement": [
{
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:s3:::codedeploydemobucket/*",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::444455556666:role/CodeDeployDemo"
]
}
}
]

Amazon S3 バケットポリシーを生成してアタッチする方法については、「」を参照してください。バケッ
トポリシーの例。
アカウントにリビジョンを Amazon S3 バケットにアップロードするアクセス許可が必要です。こ
れを指定する 1 つの方法は、IAM ポリシーの使用です。次の IAM ポリシーでは、IAM ユーザーが
という名前の Amazon S3 バケット内の任意の場所でリビジョンをアップロードできるようにしま
す。codedeploydemobucket:
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":["s3:PutObject"],
"Resource":"arn:aws:s3:::codedeploydemobucket/*"
}
]

IAM ポリシーを作成しアタッチする方法については、「」を参照してください。ポリシーの使用。

バケット用のアプリケーションのファイルを準備する
ウェブページ、AppSpec ファイル、およびスクリプトが開発マシン上で次のように整理されていることを
確認します。
c:\
|-- temp\
|--HelloWorldApp\
|-- appspec.yml
|-- before-install.bat
|-- index.html

アプリケーションのファイルを単一のアーカイブファイルにバン
ドルし、アーカイブファイルをプッシュします。
ファイルをアーカイブファイル (アプリケーションリビジョンとも呼ばれる) にバンドルします。
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Note
バケットにオブジェクトを保存したり、バケットの内外にアプリケーションのリビジョンを転送
したりする場合に課金されることがあります。詳細については、「Amazon S3 の料金」を参照し
てください。
1.

開発マシンで、ファイルが保存されたフォルダに切り替えます。
cd c:\temp\HelloWorldApp

Note
このフォルダに切替わらなければ、ファイルのバンドルは現在のフォルダで起動されます。
たとえば、現在のフォルダが c:\temp ではなく c:\temp\HelloWorldApp である場合、
バンドルは、c:\temp サブフォルダ以上を含む可能性のある HelloWorldApp フォルダ内
のファイルとサブフォルダから開始します。
2.

を呼び出します。create-applicationという名前の新しいアプリケーションを登録するコマン
ドHelloWorld_AppCodeDeploy:
aws deploy create-application --application-name HelloWorld_App

3.

CodeDeploy を呼び出す押すコマンドを使用すると、ファイルをまとめてバンドルし、リビジョン
を Amazon S3 にアップロードし、アップロードされたリビジョンに関する情報を 1 つの操作で
CodeDeploy に登録します。
aws deploy push --application-name HelloWorld_App --s3-location s3://
codedeploydemobucket/HelloWorld_App.zip --ignore-hidden-files

このコマンドは、現在のディレクトリ (隠しファイルを除く) から、という名前の 1 つのアーカイブ
ファイルにファイルをバンドルします。HelloWorld_App.zipで、リビジョンをにアップロードし
ます。codedeploydemobucketバケットを作成し、アップロードされたリビジョンに関する情報を
CodeDeploy に登録します。

ステップ 4: Hello World アプリケーションをデプロイ
する
ここで、Amazon S3 にアップロードしたサンプルアプリケーション Hello World のリビジョンをデプロイ
します。♪AWS CLIまたは、CodeDeploy コンソールを使用して、リビジョンをデプロイしてデプロイの進
捗状況をモニタリングするリビジョンをデプロイします アプリケーションリビジョンが正常にデプロイさ
れた後に、その結果を確認します。
トピック
• CodeDeploy を使用してアプリケーションリビジョンをデプロイ (p. 91)
• デプロイのモニタリングとトラブルシューティングを行います。 (p. 94)
• デプロイを確認する (p. 94)

CodeDeploy を使用してアプリケーションリビジョンをデプロイ
アプリケーションをデプロイするには、CLI またはコンソールを使用できます。
トピック
• アプリケーションリビジョン (CLI) をデプロイするには (p. 92)
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• アプリケーションリビジョン (コンソール) をデプロイするには (p. 93)

アプリケーションリビジョン (CLI) をデプロイするには
1.

まず、デプロイにはデプロイグループが必要です。ただし、デプロイグループを作成する前に、サー
ビスロール ARN が必要です。サービスロールは、ユーザーに代わってサービスアクセス権限を付
与する IAM ロールです。この場合、サービスロールは、Amazon EC2 インスタンスにアクセスして
Amazon EC2 インスタンスタグを拡張 (読み込み) するためのアクセス権限を、CodeDeploy に付与し
ます。
すでに サービスロールの作成 (CLI) (p. 36) の手順に従ってサービスロールを作成している必要
があります。サービスロールの ARN を取得するには、「サービスロール ARN (CLI) を取得しま
す。 (p. 39)」を参照してください。

2.

ARN が手に入ったため、create-deployment-groupコマンドを実行して、という名前のデプロ
イグループを作成します。HelloWorld_DepGroupという名前のアプリケーションに関連付
けられています。HelloWorld_Appという名前の Amazon EC2 インスタンスタグを使用しま
す。CodeDeployDemoとデプロイ設定と呼ばれます。CodeDeployDefault.OneAtATimeで、サー
ビスロール ARN:
aws deploy create-deployment-group --application-name HelloWorld_App --deploymentgroup-name HelloWorld_DepGroup --deployment-config-name CodeDeployDefault.OneAtATime
--ec2-tag-filters Key=Name,Value=CodeDeployDemo,Type=KEY_AND_VALUE --service-rolearn serviceRoleARN

Note
-デプロイメントグループの作成コマンドは、デプロイおよびインスタンス内の指定されたイ
ベントについて、トピックサブスクライバーに Amazon SNS 通知を送信するトリガーの作成
をサポートします。このコマンドは、Amazon CloudWatch アラームのモニタリングしきい値
が満たされたときにデプロイを自動的にロールバックし、デプロイを停止するアラームを設
定するオプションもサポートします。このチュートリアルでは、これらのアクション用のコ
マンドは含まれていません。
3.

デプロイを作成する前に、デプロイグループのインスタンスに、CodeDeploy エージェントがインス
トールされている必要があります。AWS Systems Manager で次のコマンドを使用して、コマンドラ
インからエージェントをインストールできます。
aws ssm create-association --name AWS-ConfigureAWSPackage --targets
Key=tag:Name,Values=CodeDeployDemo --parameters action=Install,name=AWSCodeDeployAgent
--schedule-expression "cron(0 2 ? * SUN *)"

このコマンドは、Systems Manager ステートマネージャーで関連付けを作成します。関連付
けは、CodeDeploy エージェントをインストールし、毎週日曜日の午前 2:00 に更新を試みま
す。CodeDeploy エージェントの詳細については、「」を参照してください。CodeDeploy エージェ
ントの使用。Systems Manager の詳細については、「」を参照してください。とはAWS Systems
Manager。
4.

次に、create-deployment コマンドを呼び出して、codedeploydemobucket という名前
のバケットで HelloWorld_App.zip という名前のアプリケーションバージョンを使用し
て、HelloWorld_App という名前のアプリケーション、CodeDeployDefault.OneAtATime とい
う名前のデプロイ設定と HelloWorld_DepGroup という名前のデプロイグループに関連付けられる
デプロイを作成します。
aws deploy create-deployment --application-name HelloWorld_App --deployment-config-name
CodeDeployDefault.OneAtATime --deployment-group-name HelloWorld_DepGroup --s3-location
bucket=codedeploydemobucket,bundleType=zip,key=HelloWorld_App.zip
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アプリケーションリビジョン (コンソール) をデプロイするには
1.

CodeDeploy コンソールを使用してアプリケーションリビジョンをデプロイする前に、サービスロー
ル ARN が必要になります。サービスロールは、ユーザーに代わってサービスアクセス権限を付与
する IAM ロールです。この場合、サービスロールは、Amazon EC2 インスタンスにアクセスして
Amazon EC2 インスタンスタグを拡張 (読み込み) するためのアクセス権限を、CodeDeploy に付与し
ます。
すでに サービスロールの作成 (コンソール) (p. 35) の手順に従ってサービスロールを作成している必
要があります。サービスロールの ARN を取得するには、「サービスロール ARN の取得 (コンソール)
(p. 38)」を参照してください。

2.

ARN が手に入ったため、CodeDeploy コンソールを使用して、アプリケーションリビジョンをデプロ
イできます。
にサインインします。AWS Management Consoleで、CodeDeploy コンソールを開きます。https://
console.aws.amazon.com/codedeploy。

Note
で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使用してサインインしま
す。CodeDeploy の開始方法 (p. 33)。
3.

ナビゲーションペインで、[]デプロイ[]、[]アプリケーション。

4.

[HelloWorld_App] を選択します。

5.

[デプロイグループ] タブで、[デプロイグループの作成] を選択します。

6.

[Deployment group name] (デプロイグループ名) に「HelloWorld_DepGroup」と入力します。

7.

[サービスロール] で、サービスロールの名前を選択します。

8.

[デプロイタイプ] で、[インプレース] を選択します。

9.

Eclipse環境設定[]、[Amazon EC2 インスタンス。

10. Eclipseを使用したエージェントの設定AWS Systems Managerの場合は、デフォルトのままにしてお
きます。
11. [Key] (キー) に、「Name」と入力します。
12. [値] に「CodeDeployDemo」と入力します。
13. Eclipseデプロイ設定で、CodeDeployDefault.OneAtATime。
14. [ロードバランサー] で、[Enable load balancing (ロードバランシングの有効化)] をオフにします。
15. [Create deployment group] (デプロイグループの作成) を選択します。
16. [Create deployment] を選択します。
17. [Deployment group] で、[HelloWorld_DepGroup] を選択します。
18. Eclipseリビジョンのタイプで、アプリケーションは Amazon S3 に保存されます。となり、リビジョ
ンの場所で、前に Amazon S3 にアップロードしたサンプルアプリケーション Hello World のリビジョ
ンの場所を入力します。場所を取得するには。
a.

[https://console.aws.amazon.com/s3/] で Amazon S3 コンソールを開きます。

b.

バケットのリストで、[]コードデプロイデモバケット(または、アプリケーションリビジョンを
アップロードしたバケットの名前)。

c.

オブジェクトのリストで、HelloWorld_App.zip を選択します。

d.

[概要] タブで、[パスのコピー] を選択します。

e.

CodeDeploy コンソールに戻り、リビジョンの場所、[]リンクフィールド値。

19. [リビジョンファイルの種類] で、[.zip] を選択します。
20. (オプション) [デプロイの説明] にコメントを入力します。
21. [Create deployment] を選択します。新しく作成されたデプロイに関する情報は [Deployments] ページ
に表示されます。
API バージョン 2014-10-06
93

AWS CodeDeploy ユーザーガイド
ステップ 4: アプリケーションをデプロイします

デプロイのモニタリングとトラブルシューティングを行います。
デプロイをモニタリングおよびトラブルシューティングするには AWS CLI またはコンソールを使用しま
す。
トピック
• デプロイ (CLI) をモニタリングおよびトラブルシューティングするには (p. 94)
• デプロイ (コンソール) をモニタリングおよびトラブルシューティングするには (p. 94)

デプロイ (CLI) をモニタリングおよびトラブルシューティングするには
1.

HelloWorld_App という名前のアプリケーションと HelloWorld_DepGroup という名前のデプロ
イグループに対して list-deployments コマンドを呼び出して、デプロイの ID を取得します。
aws deploy list-deployments --application-name HelloWorld_App --deployment-group-name
HelloWorld_DepGroup --query "deployments" --output text

2.

デプロイ ID を使用して get-deployment コマンドを呼び出します。
aws deploy get-deployment --deployment-id deploymentID --query "deploymentInfo.status"
--output text

3.

コマンドはデプロイの全体ステータスを返します。成功すると、値は Succeeded になります。
全体的なステータスがの場合Failedの場合、次のようなコマンドを呼び出すことができます。リスト
デプロイメントインスタンスそしてデプロイメントインスタンスの取得のトラブルシューティングを
行います。トラブルシューティングの他のオプションについては、「ログファイルの分析によるイン
スタンスでのデプロイの失敗の調査 (p. 464)」を参照してください。

デプロイ (コンソール) をモニタリングおよびトラブルシューティングするには
リポジトリの []デプロイCodeDeploy コンソールの [] ページで、デプロイのステータスをモニタリングで
きます。ステータス列でロードバランサーの ID をクリックします。
特に [Status] 列の値が [Succeeded] 以外の値である場合にデプロイに関する詳細情報を取得するには。
1.

[デプロイ] テーブルで、デプロイ ID を選択します。デプロイが失敗したら、失敗の原因を説明する
メッセージがデプロイの詳細ページ [] に表示されます。

2.

。 インスタンスのデプロイに関する詳細情報が表示されます。デプロイが失敗したら、デプロイが失
敗した Amazon EC2 インスタンスおよびステップを特定できる場合があります。

3.

より多くのトラブルシューティングを行う場合、View Instance Details (p. 255) のような手法を使用
できます。また、Amazon EC2 インスタンスでデプロイログファイルを分析できます。詳細について
は、「ログファイルの分析によるインスタンスでのデプロイの失敗の調査 (p. 464)」を参照してくだ
さい。

デプロイを確認する
デプロイが成功したら、インストールが動作していることを確認します。Amazon EC2 インスタンスの
パブリック DNS アドレスを使用して、ウェブブラウザでウェブページを表示します。(Amazon EC2 コン
ソールで、パブリック DNS 値を取得するために、Amazon EC2 インスタンスを選択し、説明[] タブで、[]
の値を探します。パブリック DNS。）
たとえば、Amazon EC2 インスタンスのパブリック DNS アドレス
がec2-01-234-567-890.compute-1.amazonaws.comの場合は、次の URL を使用します。
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http://ec2-01-234-567-890.compute-1.amazonaws.com

成功すると、Hello World ウェブページが表示されます。

ステップ 5: 「こんにちは、世界！」を更新して再デ
プロイしてください。アプリケーション
正常にアプリケーションリビジョンをデプロイしたので、ウェブページのコードに対して更新を行
い、CodeDeploy を使用して、サイトを再デプロイします。デプロイをしたら、Amazon EC2 インスタン
スで変更を確認できます。
トピック
• ウェブページの変更 (p. 95)
• サイトの再デプロイ (p. 95)

ウェブページの変更
1.

c:\temp\HelloWorldApp サブフォルダに移動して、テキストエディタを使用して index.html
ファイルを変更します。
cd c:\temp\HelloWorldApp
notepad index.html

2.

index.html ファイルのコンテンツを改訂するために、ウェブページの背景色と一部のテキストを変
更し、ファイルを保存します。
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Hello Again, World!</title>
<style>
body {
color: #ffffff;
background-color: #66cc00;
font-family: Arial, sans-serif;
font-size:14px;
}
</style>
</head>
<body>
<div align="center"><h1>Hello Again, World!</h1></div>
<div align="center"><h2>You have successfully deployed a revision of an application
using CodeDeploy</h2></div>
<div align="center">
<p>What to do next? Take a look through the <a href="https://aws.amazon.com/
codedeploy">CodeDeploy Documentation</a>.</p>
</div>
</body>
</html>

サイトの再デプロイ
コードを変更したので、Amazon S3 と CodeDeploy を使用してウェブページを再デプロイします。
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「」の説明に従って、変更内容を Amazon S3 にバンドルおよびアップロードします。アプリケー
ションのファイルを単一のアーカイブファイルにバンドルし、アーカイブファイルをプッシュしま
す。 (p. 90)。(これらの手順に従うときに、新しいアプリケーションを作成する必要はありません。)
このリビジョンに以前と同じキーを指定します (HelloWorld_App.zip)。それを先に作成した同じ
Amazon S3 バケットにアップロードします (例:codedeploydemobucket).
を使用するAWS CLIまたは、サイトを再デプロイするには、CodeDeploy コンソールを使用します。
トピック
• サイト (CLI) に再デプロイするには (p. 96)
• サイト (コンソール) を再デプロイするには (p. 96)

サイト (CLI) に再デプロイするには
create-deployment コマンドを呼び出して、codedeploydemobucket という名前のバケットに
ある、HelloWorld_App という名前のアプリケーション、CodeDeployDefault.OneAtATime
という名前のデプロイ設定、HelloWorld_DepGroup という名前のデプロイグループ、および
HelloWorld_App.zip という名前のリビジョンをそれぞれ再度使用して、アップロードしたリビジョン
に基づくデプロイを作成します。
aws deploy create-deployment --application-name HelloWorld_App --deployment-config-name
CodeDeployDefault.OneAtATime --deployment-group-name HelloWorld_DepGroup --s3-location
bucket=codedeploydemobucket,bundleType=zip,key=HelloWorld_App.zip

「デプロイのモニタリングとトラブルシューティングを行います。 (p. 94)」に説明されているように、
新しいデプロイのステータスを確認できます。
CodeDeploy がサイトを再デプロイしたら、ウェブブラウザでサイトに再度アクセスし、ウェブページの
背景色とテキストが変更されたことを確認します。(ブラウザを更新することが必要な場合があります。)
背景色とテキストが変更されていれば、これで、サイトは変更され、再デプロイされています。

サイト (コンソール) を再デプロイするには
1.

にサインインします。AWS Management Consoleで、CodeDeploy コンソールを開きます。https://
console.aws.amazon.com/codedeploy。

Note
で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使用してサインインしま
す。CodeDeploy の開始方法 (p. 33)。
2.

ナビゲーションペインで、[アプリケーション] を選択します。

3.

[アプリケーション] リストで、[HelloWorld_App] を選択します。

4.

[デプロイ] タブで、[デプロイの作成] を選択します。
a.

[Deployment group] リストで、[HelloWorld_DepGroup] を選択します。

b.

Eclipseリビジョンの場所で、リビジョンの Amazon S3 リンクを入力します。
リンク値を確認するには。
i.

AWS Management Console にサインインし、Amazon S3 コンソール (https://
console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
[] を参照して開きますコードデプロイデモバケット[] を選択してから、リビジョンとしてを
選択します。HelloWorld_App.zip、Amazon S3 コンソールで確認できます。

ii.

そのファイルにプロパティ[] ペインが Amazon S3 コンソールで表示されていない場合、プロ
パティ[] ボタン。
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iii.

[プロパティ] ペインで、[リンク] フィールドの値をコピーします

iv.

CodeDeploy コンソールに戻り、リンクをリビジョンの場所。

v.
c.

[リビジョンファイルの種類] で、ファイルの種類を検出できないというメッセージが表示された
場合は、[.zip] を選択します。

d.

[デプロイメントの説明] は空白のままにしておきます。

e.

拡張デプロイグループのオーバーライド左デプロイ設定[] リスト
で、CodeDeployDefault.OneAtATime[] を選択してから、デプロイの作成。
「デプロイのモニタリングとトラブルシューティングを行います。 (p. 94)」に説明されている
ように、デプロイのステータスを確認できます。
CodeDeploy がサイトを再デプロイしたら、ウェブブラウザでサイトに再度アクセスし、ウェブ
ページの背景色とテキストが変更されたことを確認します。(ブラウザを更新することが必要な場
合があります。) 背景色とテキストが変更されていれば、これで、サイトは変更され、再デプロ
イされています。

ステップ 6: お客様の「hello, world!」 アプリをクリー
ンアップする ションと関連リソース
これで、「こんにちは、ワールド！」の更新が正常に行われました。コードを記述し、サイトを再デプロ
イします。このチュートリアルを完了するために作成したリソースの継続的な料金の発生を回避するた
め、以下を削除する必要があります。
• すべてAWS CloudFormationスタック (または、の外部で作成した場合は、すべての Amazon EC2 イン
スタンスを削除する)AWS CloudFormation).
• Amazon S3 バケット。
• -HelloWorld_AppCodeDeploy 内のアプリケーション。
• -AWS Systems ManagerCodeDeploy エージェントのステートマネージャーの関連付け。
♪AWS CLIとすると、AWS CloudFormation、Amazon S3、Amazon EC2、および CodeDeploy コンソー
ル、またはAWSクリーンアップを実行する API。
トピック
• クリーンアップリソースを使用するには (CLI) (p. 97)
• リソース (コンソール) をクリーンアップするには (p. 98)
• 次のステップ (p. 99)

クリーンアップリソースを使用するには (CLI)
1.

このチュートリアルで AWS CloudFormation スタックを使用した場合、CodeDeployDemoStack と
いう名前のスタックに対して delete-stack コマンドを呼び出して、スタックを削除します。これによ
り、すべての付随する Amazon EC2 インスタンスが削除され、スタックによって最初に作成されたす
べての付随する IAM ロールが削除されます。
aws cloudformation delete-stack --stack-name CodeDeployDemoStack

2.

Amazon S3 バケットを削除するには、rmコマンドを--recursive名前のバケットに対して切り替え
るcodedeploydemobucket。これにより、バケットとバケット内のすべてのオブジェクトが削除さ
れます。
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aws s3 rm s3://codedeploydemobucket --recursive

3.

を削除するにはHelloWorld_AppCodeDeploy からアプリケーション、delete-applicationコマンド。
これにより、すべての関連するデプロイグループレコードと、アプリケーションのデプロイレコード
が削除されます。
aws deploy delete-application --application-name HelloWorld_App

4.

Systems Manager ステートマネージャーの関連付けを削除するには、delete-associationコマンド。
aws ssm delete-association --assocation-id association-id

取得するには######## IDを呼び出します。describe-associationコマンド。
aws ssm describe-association --name AWS-ConfigureAWSPackage --targets
Key=tag:Name,Values=CodeDeployDemo

5.

使用しなかった場合AWS CloudFormationこのチュートリアルのスタックでは、terminate-instancesコ
マンドで、手動で作成した Amazon EC2 インスタンスを削除します。終了する Amazon EC2 インス
タンスの ID を指定します。
aws ec2 terminate-instances --instance-ids instanceId

リソース (コンソール) をクリーンアップするには
このチュートリアルで AWS CloudFormation テンプレートを使用した場合、関連付けられていた AWS
CloudFormation スタックを削除します。
1.

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

2.

検索ボックスに、AWS CloudFormation スタック名 (CodeDeployDemoStack など) を入力します。

3.

スタック名の横のチェックボックスをオンにします。

4.

[Actions] メニューで、[Delete Stack] を選択します。これにより、スタックが削除され、付随するすべ
てのAmazon EC2 インスタンスを削除し、付随するすべてのIAM ロールも削除されます。

の外部で作成した Amazon EC2 インスタンスを削除するにはAWS CloudFormationスタック:
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon EC2 コンソール (https://
console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

[Instances] エリアで、[Instances] を選択します。

3.

検索ボックスで、削除する Amazon EC2 インスタンスの名前を入力し、キーを押します。Enter。

4.

Amazon EC2 インスタンスを選択します。

5.

[Actions] を選択して [Instance State] をポイントし、[Terminate] を選択します。プロンプトが表示さ
れたら、[Yes, Terminate] を選択します。追加の Amazon EC2 インスタンスに対して、これらのス
テップを繰り返します。

Amazon S3 バケットを削除するには
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon S3 コンソール (https://
console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
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2.

バケットのリストで、Amazon S3 バケットの名前を参照して選択します
(例:codedeploydemobucket).

3.

バケットを削除する前に、まず、そのコンテンツを削除する必要がありま
す。HelloWorld_App.zip のようなバケット内のすべてのファイルを選択します。[Actions] メ
ニューで、[Delete] を選択します。削除を確認するプロンプトが表示されたら、[OK] を選択します。

4.

バケットが空になると、バケットを削除できます。バケットのリストで、バケットの行 (バケット名
ではなく) を選択します。[Delete bucket] を選択し、確認が求められたら [OK] を選択します。

を削除するにはHelloWorld_AppCodeDeploy からのアプリケーション:
1.

にサインインします。AWS Management Consoleで、CodeDeploy コンソールを開きます。https://
console.aws.amazon.com/codedeploy。

Note
で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使用してサインインしま
す。CodeDeploy の開始方法 (p. 33)。
2.

ナビゲーションペインで、[] を展開します。デプロイ[] の順に選択します。アプリケーション。

3.

HelloWorld_App を選択します。

4.

[アプリケーションの削除] を選択します。

5.

確認を求めるメッセージが表示されたら、「Delete」と入力し、[削除] を選択します。

Systems Manager ステートマネージャーの関連付けを削除するには
1.

を開くAWS Systems Managerhttps://console.aws.amazon.com/systems-manager で、コンソールを開
きます。

2.

ナビゲーションペインで、[ステートマネージャー] を選択します。

3.

作成した関連付けを選択し、[削除] を選択します。

次のステップ
ここまでの作業で、CodeDeploy を使用して正常にデプロイを完了しました。おめでとうございます。

チュートリアル: CodeDeploy (Windows サー
バー、Ubuntu サーバー、または Red Hat エンター
プライズ Linux) を使用してオンプレミスインスタ
ンスにアプリケーションをデプロイする
このチュートリアルでは、Windows Server、Ubuntu Server、または Red Hat エンタープライズ Linux
(RHEL) を実行する単一のオンプレミスインスタンス (Amazon EC2 インスタンスではない物理デバイス)
へのサンプルアプリケーションリビジョンのデプロイをガイドすることで、CodeDeploy の経験を得るこ
とができます。オンプレミスインスタンス、および、CodeDeploy の使用方法の詳細については、「」を
参照してください。Working with On-Premises Instances (p. 227)。
お探しのものではありませんか。
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• Amazon Linux または RHEL を実行する Amazon EC2 インスタンスにデプロイするには、「」を参照し
てください。チュートリアル: Amazon EC2 インスタンスに WordPress をデプロイする（Amazon Linux
または Red Hat エンタープライズ Linux および Linux、macOS、または Unix） (p. 64)。
• Windows Server を実行する Amazon EC2 インスタンスにデプロイするには、「」を参照してくださ
い。チュートリアル: 「こんにちは、世界！」を展開してください。CodeDeploy を使用したアプリケー
ション (Windows サーバー) (p. 83)。
トピック
• 前提条件 (p. 100)
• ステップ 1: オンプレミスインスタンスを設定する (p. 100)
• ステップ 2: サンプルアプリケーションリビジョンを作成する (p. 100)
• ステップ 3: アプリケーションリビジョンをバンドルし、Amazon S3 にアップロードする (p. 104)
• ステップ 4: アプリケーションリビジョンをデプロイする (p. 104)
• ステップ 5: デプロイを確認する (p. 104)
• ステップ 6: リソースをクリーンアップする (p. 105)

前提条件
このチュートリアルを開始する前に、「」の前提条件を完了している必要があります。CodeDeploy の開
始方法 (p. 33)IAM ユーザーの設定、のインストールまたはアップグレードが含まれます。AWS CLIおよび
サービスロールを作成します。前提条件で説明したように、IAM インスタンスプロファイルを作成する必
要はありません。オンプレミスインスタンスは IAM インスタンスプロファイルを使用しません。
オンプレミスインスタンスとして設定する物理デバイスでは、「 CodeDeploy エージェントで対応するオ
ペレーティングシステム (p. 170)」に示したいずれかのオペレーティングシステムを実行している必要が
あります。

ステップ 1: オンプレミスインスタンスを設定する
オンプレミスインスタンスにデプロイする前に、設定を行う必要があります。「Working with OnPremises Instances (p. 227)」の指示に従って、このページに戻ります。

CodeDeploy エージェントのインストール
オンプレミスインスタンスを設定したら、「」のオンプレミスインスタンスのステップに従いま
す。CodeDeploy エージェントのインストールをクリックしてこのページに戻ってください。

ステップ 2: サンプルアプリケーションリビジョンを
作成する
このステップでは、オンプレミスインスタンスにデプロイするサンプルのアプリケーションリビジョンを
作成します。
オンプレミスインスタンスに既にインストールされている、または組織のポリシーによってインストール
が許可されているソフトウェアと機能を知るのは難しいため、ここで提供するサンプルアプリケーション
リビジョンでは、バッチスクリプト（Windows Server の場合）またはシェルスクリプト（Ubuntu Server
および RHEL の場合）を使用します。オンプレミスインスタンス上の場所にテキストファイルを書き込み
ます。複数の CodeDeploy デプロイライフサイクルイベントごとに 1 つのファイルが書き込まれます。イ
ンストール,AfterInstall,ApplicationStart, およびValidateService。BeforeInstall デプロイライフサイクルイベ
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ント中にスクリプトが実行され、このサンプルの前のデプロイ中に書き込まれた古いファイルを削除し、
新しいファイルを書き込むオンプレミスインスタンス上に場所を作成します。

Note
以下のいずれも該当しない場合、このサンプルのアプリケーションリビジョンはデプロイに失敗
することがあります。
• オンプレミスインスタンスで、CodeDeploy エージェントを起動するユーザーアカウントに、
スクリプトを実行する権限がありません。
• ユーザーアカウントに、スクリプトにリストされている場所でフォルダを作成または削除する
権限がない。
• ユーザーアカウントに、スクリプトにリストされている場所でテキストファイルを作成する権
限がない。

Note
Windows Server インスタンスを設定し、別のサンプルをデプロイする場合は、のサンプルを
使用することをお勧めします。ステップ 2: ソースコンテンツを Windows Server の Amazon
EC2 インスタンスにデプロイするように構成します。 (p. 86)のチュートリアル: 「こんにち
は、世界！」を展開してください。CodeDeploy を使用したアプリケーション (Windows サー
バー) (p. 83)チュートリアル。
RHEL インスタンスを設定し、別のサンプルをデプロイする場合は、のサンプルを使用するこ
とをお勧めします。ステップ 2: Amazon Linux または Red Hat エンタープライズ Linux Amazon
EC2 インスタンスにデプロイされるようにソースコンテンツを設定します。 (p. 67)のチュー
トリアル: Amazon EC2 インスタンスに WordPress をデプロイする（Amazon Linux または Red
Hat エンタープライズ Linux および Linux、macOS、または Unix） (p. 64)チュートリアル。
現在、Ubuntu Server 用の代替サンプルはありません。
1.

開発マシンで、サンプルのアプリケーションリビジョンのファイルを保存する、CodeDeployDemoOnPrem という名前のサブディレクトリ (サブフォルダ) を作成し、そのサブフォルダに切り替
えます。この例では、c:\tempフォルダを Windows Server のルートフォルダとして、または/
tmpUbuntu サーバーと RHEL のルートフォルダーとしてフォルダーを指定します。別のフォルダを使
用する場合は、このチュートリアル全体でそのフォルダに置き換えてください。
Windows の場合:
mkdir c:\temp\CodeDeployDemo-OnPrem
cd c:\temp\CodeDeployDemo-OnPrem

Linux、macOS、Unix の場合:
mkdir /tmp/CodeDeployDemo-OnPrem
cd /tmp/CodeDeployDemo-OnPrem

2.

CodeDeployDemo-OnPrem サブフォルダのルートで、テキストエディタを使用して appspec.yml
および install.txt という 2 つのファイルを作成します。
appspec.ymlWindows Server の場合:
version: 0.0
os: windows
files:
- source: .\install.txt
destination: c:\temp\CodeDeployExample
hooks:
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BeforeInstall:
- location: .\scripts\before-install.bat
timeout: 900
AfterInstall:
- location: .\scripts\after-install.bat
timeout: 900
ApplicationStart:
- location: .\scripts\application-start.bat
timeout: 900
ValidateService:
- location: .\scripts\validate-service.bat
timeout: 900

appspec.ymlUbuntu ServerとRHELの場合：
version: 0.0
os: linux
files:
- source: ./install.txt
destination: /tmp/CodeDeployExample
hooks:
BeforeInstall:
- location: ./scripts/before-install.sh
timeout: 900
AfterInstall:
- location: ./scripts/after-install.sh
timeout: 900
ApplicationStart:
- location: ./scripts/application-start.sh
timeout: 900
ValidateService:
- location: ./scripts/validate-service.sh
timeout: 900

AppSpec ファイルの詳細については、「CodeDeploy のリビジョンにアプリケーション仕様ファイル
を追加する (p. 302)」および「CodeDeploy AppSpec ファイルリファレンス (p. 399)」を参照して
ください。
install.txt:
The Install deployment lifecycle event successfully completed.

3.

CodeDeployDemo-OnPrem サブフォルダのルートの下に、scripts サブフォルダを作成し、そのサ
ブフォルダに切り替えます。
Windows の場合:
mkdir c:\temp\CodeDeployDemo-OnPrem\scripts
cd c:\temp\CodeDeployDemo-OnPrem\scripts

Linux、macOS、Unix の場合:
mkdir -p /tmp/CodeDeployDemo-OnPrem/scripts
cd /tmp/CodeDeployDemo-OnPrem/scripts

4.

の根元にscriptsサブフォルダ。テキストエディタを使用してという 4 つのファイルを作
成しますbefore-install.bat,after-install.bat,application-start.bat, およ
びvalidate-service.batWindows Server の場合、またはbefore-install.sh,afterinstall.sh,application-start.sh, およびvalidate-service.shUbuntu ServerとRHELの場
合：
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Windows Server の場合:
before-install.bat:
set FOLDER=%HOMEDRIVE%\temp\CodeDeployExample
if exist %FOLDER% (
rd /s /q "%FOLDER%"
)
mkdir %FOLDER%

after-install.bat:
cd %HOMEDRIVE%\temp\CodeDeployExample
echo The AfterInstall deployment lifecycle event successfully completed. > afterinstall.txt

application-start.bat:
cd %HOMEDRIVE%\temp\CodeDeployExample
echo The ApplicationStart deployment lifecycle event successfully completed. >
application-start.txt

validate-service.bat:
cd %HOMEDRIVE%\temp\CodeDeployExample
echo The ValidateService deployment lifecycle event successfully completed. > validateservice.txt

Ubuntu Server および RHEL の場合:
before-install.sh:
#!/bin/bash
export FOLDER=/tmp/CodeDeployExample
if [ -d $FOLDER ]
then
rm -rf $FOLDER
fi
mkdir -p $FOLDER

after-install.sh:
#!/bin/bash
cd /tmp/CodeDeployExample
echo "The AfterInstall deployment lifecycle event successfully completed." > afterinstall.txt

application-start.sh:
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#!/bin/bash
cd /tmp/CodeDeployExample
echo "The ApplicationStart deployment lifecycle event successfully completed." >
application-start.txt

validate-service.sh:
#!/bin/bash
cd /tmp/CodeDeployExample
echo "The ValidateService deployment lifecycle event successfully completed." >
validate-service.txt
unset FOLDER

5.

Ubuntu Server および RHEL の場合のみ、4 つのシェルスクリプトに実行権限があることを確認しま
す。
chmod +x ./scripts/*

ステップ 3: アプリケーションリビジョンをバンドル
し、Amazon S3 にアップロードする
アプリケーションリビジョンをデプロイするには、事前にファイルをバンドルし、ファイルバンドルを
Amazon S3 バケットにアップロードしておく必要があります。「を使用してアプリケーションを作成
CodeDeploy (p. 269)」および「CodeDeploy のリビジョンを Amazon S3 にプッシュする (EC2/オンプレ
ミスのデプロイのみ) (p. 310)」の手順に従います (アプリケーションとデプロイグループには任意の名前
を付けることができますが、アプリケーション名に「CodeDeploy-OnPrem-App」、デプロイグループ名
に「CodeDeploy-OnPrem-DG」を使用することをお勧めします)。これらの手順を実行したら、このペー
ジに戻ります。

Note
または、GitHub リポジトリにファイルバンドルをアップロードし、そこからデプロイできます。
詳細については、「CodeDeploy を GitHub に統合 (p. 60)」を参照してください。

ステップ 4: アプリケーションリビジョンをデプロイ
する
アプリケーションリビジョンを Amazon S3 バケットにアップロードしたら、オンプレミスインスタンス
にデプロイしてみてください。「CodeDeploy を使用してデプロイを作成する (p. 318)」の指示に従っ
て、このページに戻ります。

ステップ 5: デプロイを確認する
デプロイが成功したことを確認するには、「CodeDeploy デプロイの詳細を表示する (p. 333)」の手順に
従い、このページに戻ります。
デプロイが成功している場合は、c:\temp\CodeDeployExampleフォルダ (Windows Server の場合) ま
たは/tmp/CodeDeployExample(Ubuntu Server と RHEL の場合)。
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デプロイが失敗した場合は、「View Instance Details (p. 255)」および「インスタンスの問題のトラブル
シューティング (p. 463)」のトラブルシューティングステップに従ってください。必要な修正を行い、ア
プリケーションリビジョンを再バンドルしてアップロードしてから、デプロイを再試行します。

ステップ 6: リソースをクリーンアップする
このチュートリアル用に作成したリソースの料金が継続的に発生しないようにするため、Amazon S3 バ
ケットを使用しなくなる場合は削除します。CodeDeploy のアプリケーションとデプロイグループレコー
ドや、オンプレミスインスタンスなどの関連リソースをクリーンアップすることもできます。
♪AWS CLIまたは、CodeDeploy コンソールと Amazon S3 コンソールとAWS CLIをクリックしてリソース
をクリーンアップします。

リソース (CLI) をクリーンアップする
Amazon S3 バケットを削除するには
•

を呼び出します。rmコマンドとともに--recursiveバケットに対して切り替えます
(例:codedeploydemobucket). バケットとバケット内のすべてのオブジェクトが削除されます。
aws s3 rm s3://your-bucket-name --recursive

CodeDeploy のアプリケーションとデプロイグループを削除するには
•

を呼び出します。アプリケーションの削除アプリケーションに対するコマンド (例:CodeDeployOnPrem-App). デプロイおよびデプロイグループのレコードが削除されます。
aws deploy delete-application --application-name your-application-name

オンプレミスインスタンスを登録解除し、IAM ユーザーを削除するには
•

を呼び出します。登録解除オンプレミスインスタンスとリージョンに対してコマンドを実行します。
aws deploy deregister --instance-name your-instance-name --delete-iam-user -region your-region

Note
このオンプレミスインスタンスに関連付けられた IAM ユーザーを削除しない場合は、--nodelete-iam-user代わりにオプションを指定します。

CodeDeploy エージェントをアンインストールし、オンプレミスインスタンスから設定ファイルを
削除するには
•

オンプレミスインスタンスから、アンインストールコマンド:
aws deploy uninstall

これで、このチュートリアルで使用したリソースをクリーンアップするすべてのステップが完了しまし
た。
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リソース (コンソール) をクリーンアップする
Amazon S3 バケットを削除するには
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon S3 コンソール (https://
console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。

2.

削除するバケットの横にあるアイコン (例: codedeploydemobucket) を選択します。ただし、バ
ケット自体を選択しないでください。

3.
4.

[アクション] を選択してから、[削除] をクリックします。
バケットを削除するように求められたら、[OK] を選択します。

CodeDeploy のアプリケーションとデプロイグループを削除するには
1.

にサインインします。AWS Management Consoleで、CodeDeploy コンソールを開きます。https://
console.aws.amazon.com/codedeploy。

Note

2.
3.
4.

で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使用してサインインしま
す。CodeDeploy の開始方法 (p. 33)。
ナビゲーションペインで、[アプリケーション] を選択します。
削除するアプリケーションの名前 (CodeDeploy-OnPrem-App など) を選択し、[アプリケーションの
削除] を選択します。
プロンプトが表示されたら、アプリケーションの名前を入力して削除することを確定し、[削除] を選
択します。

使用することはできません。AWS CodeDeployコンソールを使用して、オンプレミスインスタンスを登録
解除するか、CodeDeploy エージェントをアンインストールします。「オンプレミスインスタンスを登録
解除し、IAM ユーザーを削除するには (p. 105)」の手順に従います。

チュートリアル:[Auto Scaling グループにア
プリケーションをデプロイするために使用
CodeDeploy ]
このチュートリアルでは、Auto Scaling グループにアプリケーションリビジョンをデプロイします。
CodeDeploy Amazon EC2 Auto Scaling は、事前定義された条件を使用して Amazon EC2 インスタンスを
起動した後に、不要になった Amazon EC2 インスタンスを終了します。Amazon EC2 Auto Scaling は、
デプロイの負荷を処理するために常に適切な数の Amazon EC2 インスタンスを利用できるようにします。
CodeDeploy による Amazon EC2 Auto Scaling 統合の詳細については CodeDeploy、「」を参照してくだ
さいAmazon EC2 Auto Scaling と CodeDeploy (p. 50)。
トピック
•
•
•
•
•

前提条件 (p. 107)
ステップ 1: [Auto Scaling グループ] を作成して設定します。 (p. 107)
ステップ 2: [Auto Scaling グループ] にアプリケーションをデプロイします。 (p. 112)
ステップ 3: 結果の確認 (p. 117)
ステップ 4: [Auto Scaling グループ] 中の Amazon EC2 インスタンスの数を増やす (p. 119)

• ステップ 5: 結果を再度確認します (p. 120)
• ステップ 6: クリーンアップする (p. 121)
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前提条件
このチュートリアルを実行するには:
• CodeDeploy の開始方法 (p. 33) の設定と構成、IAM インスタンスプロファイル (CodeDeployDemoEC2-Instance-Profile) およびサービスロール (CodeDeployDemo) の作成を含む、AWS CLI のす
べてのステップを完了します。サービスロール は、ユーザーに代わってサービスアクセス権限を付与す
る、特別なタイプの IAM ロールです。
• 起動テンプレートを使用して Auto Scaling グループを作成する場合は、次の権限を追加する必要があり
ます。
• ec2:RunInstances
• ec2:CreateTags
• iam:PassRole
詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」、「Auto Scaling グループの起動テ
ンプレートの作成」、および「起動テンプレートサポート」にはの「ステップ 2: サービスロールの作
成 (p. 33)」を参照してください。
• Ubuntu CodeDeploy サーバーインスタンスと互換性のあるリビジョンを作成して使用します。リビジョ
ンでは、次のいずれかを実行できます。
• 「チュートリアル: CodeDeploy (Windows サーバー、Ubuntu サーバー、または Red Hat エンタープ
ライズ Linux) を使用してオンプレミスインスタンスにアプリケーションをデプロイする (p. 99)」
チュートリアルの ステップ 2: サンプルアプリケーションリビジョンを作成する (p. 100) のサンプル
リビジョンを作成して使用します。
• リビジョンを独自に作成するには、「CodeDeploy のアプリケーションリビジョンの操作 (p. 301)」
を参照してください。
• Inbound rule を用いて、CodeDeployDemo-AS-SG という名前のセキュリティグループを作成します。
• [Type]: HTTP
• ソース：どこでも
これは、アプリケーションを表示し、デプロイメントの成功を確認するために必要です。セキュリティ
グループの作成方法については、Amazon EC2 user guide 中の Creating a security group を参照してく
ださい。

ステップ 1: [Auto Scaling グループ] を作成して設定し
ます。
このステップでは、単一の Amazon Linux、RHEL、または Windows サーバーの Amazon EC2 インスタン
スを含むAuto Scaling グループを作成します。後のステップで、もう 1 つの Amazon EC2 インスタンスを
追加するように Amazon EC2 Auto Scaling に指示し、 CodeDeploy それにリビジョンをデプロイします。
トピック
• Auto Scaling グループ (CLI) を作成して設定するには (p. 107)
• Auto Scaling グループを作成して設定するには、Auto Scaling グループを作成して設定するに
は (p. 110)

Auto Scaling グループ (CLI) を作成して設定するには
1.

create-launch-templateコマンドを呼び出し、Amazon EC2 起動テンプレートを作成します。
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このコマンドを呼び出す前に、プレースホルダー image-id で表される、このチュートリアルで使用
する AMI の ID が必要です。プレースホルダー key-name で表される、 Amazon EC2 インスタンス
へのアクセスを有効にする Amazon EC2 インスタンスのキーペアの名前も必要です。
このチュートリアルで使用する AMI の ID を取得するには。
a.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

b.

ナビゲーションペインで、[Instances] の下にある、[Instances] を選択して、[Launch Instance] を
選択します。

c.

「Amazon マシンイメージの選択」ページの「クイックスタート」タブで、Amazon Linux 2
AMI、Red Hat Enterprise Linux 7.1、Ubuntu Server 14.04 LTS、またはマイクロソフトウィンド
ウズサーバー 2012 R2 の横にある AMI の ID をメモします。

Note
CodeDeploy と互換性があるカスタムバージョンの AMI の場合、[クイックスタート]
タブを参照する代わりに、ここで選択します。Amazon EC2 Auto Scaling CodeDeploy
でカスタム AMI を使用することについての詳細については、「」を参照してくださ
いCodeDeploy と Amazon EC2 Auto Scaling でのカスタム AMI の使用 (p. 54)。
Amazon EC2 インスタンスのキーペアについては、Amazon EC2 インスタンスのキーペアの名前を使
用します。
create-launch-template コマンドを呼び出します。
ローカル Linux、macOS、あるいは Unix マシンについて
aws ec2 create-launch-template \
--launch-template-name CodeDeployDemo-AS-Launch-Template \
--launch-template-data file://config.json

config.jsonファイルの内容:
{

}

"InstanceType":"t1.micro",
"ImageId":"image-id",
"IamInstanceProfile":{
"Name":"CodeDeployDemo-EC2-Instance-Profile"
},
"KeyName":"key-name"

ローカル Windows マシンの場合
aws ec2 create-launch-template --launch-template-name CodeDeployDemo-AS-Launch-Template
--launch-template-data file://config.json

config.jsonファイルの内容:
{

"InstanceType":"t1.micro",
"ImageId":"image-id",
"IamInstanceProfile":{
"Name":"CodeDeployDemo-EC2-Instance-Profile"
},
"KeyName":"key-name"
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}

これらのコマンドは、config.jsonファイルとともに、Auto Scaling グループ用に
CodeDeployDemo-as-Launch-Template という名前の Amazon EC2 起動テンプレートを作成します。
このテンプレートは、t1.micro Amazon EC2 インスタンスタイプに基づいて次のステップで作成され
ます。、KeyNameおよびへの入力に基づいてImageIdIamInstanceProfile、起動テンプレートで
は AMI ID、起動時にインスタンスに渡す IAM ロールに関連付けられたインスタンスプロファイルの
名前、およびインスタンスへの接続時に使用する Amazon EC2 key pair も指定します。
2.

create-auto-scaling-groupコマンドを呼び出し、Auto Scaling グループを作成します。プレースホル
ダー availability-zone で表され、AWS 一般リファレンス 中の リージョンとエンドポイント に
リストされるリージョンのうちの 1 つに、1 つのアベイラビリティーゾーンの名前が必要になりま
す。

Note
リージョンでアベイラビリティーゾーンのリストを表示するには、以下を呼び出します。
aws ec2 describe-availability-zones --region region-name

例えば、米国西部 (オレゴン) リージョンのアベイラビリティーゾーンのリストを表示するに
は、次のように呼び出します。
aws ec2 describe-availability-zones --region us-west-2

リージョン名識別子のリストについては、「リソースキットのバケット名 (リージョン
別) (p. 440)」を参照してください。
ローカル Linux、macOS、Unix マシンについて
aws autoscaling create-auto-scaling-group \
--auto-scaling-group-name CodeDeployDemo-AS-Group \
--launch-template CodeDeployDemo-AS-Launch-Template,Version='$Latest' \
--min-size 1 \
--max-size 1 \
--desired-capacity 1 \
--availability-zones availability-zone \
--tags Key=Name,Value=CodeDeployDemo,PropagateAtLaunch=true

ローカル Windows マシンの場合
aws autoscaling create-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name
CodeDeployDemo-AS-Group --launch-template LaunchTemplateName=CodeDeployDemoAS-Launch-Template,Version="$Latest" --min-size 1 --max-size 1 -desired-capacity 1 --availability-zones availability-zone --tags
Key=Name,Value=CodeDeployDemo,PropagateAtLaunch=true

これらのコマンドは、という名前の Amazon EC2CodeDeployDemo-AS-Group 起動テンプレートに
基づいて名前の [Auto Scaling グループ] を作成しますCodeDeployDemo-AS-Launch-Template。
この Auto Scaling グループには Amazon EC2 インスタンスが 1 つだけあり、指定したアベイラビリ
ティーゾーンに作成されます。この Auto Scaling グループ内の各インスタンスには、タグがありま
すName=CodeDeployDemo。このタグは、 CodeDeploy 後でエージェントをインストールするときに
使用されます。
3.

CodeDeployDemo-AS-Group に対して describe-auto-scaling-groups コマンドを呼び出します。
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aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-names CodeDeployDemoAS-Group --query "AutoScalingGroups[0].Instances[*].[HealthStatus, LifecycleState]" -output text

戻り値に、Healthy および InService と表示されるまで続行しないでください。
4.

Auto Scaling グループ内のインスタンスには、 CodeDeploy CodeDeploy デプロイで使用されるエー
ジェントがある必要があります。Auto Scaling グループの作成時に追加されたタグのあるからAWS
Systems Manager、create-associationコマンドを呼び出して、 CodeDeploy エージェントをインス
トールします。
aws ssm create-association \
--name AWS-ConfigureAWSPackage \
--targets Key=tag:Name,Values=CodeDeployDemo \
--parameters action=Install, name=AWSCodeDeployAgent \
--schedule-expression "cron(0 2 ? * SUN *)"

このコマンドは、Systems Manager ステートマネージャーで関連付けを作成します。これは、Auto
Scaling CodeDeploy グループ内のすべてのインスタンスにエージェントをインストールし、毎週日
曜日の午前 2:00 に更新を試みます。エージェントの詳細については、「 CodeDeploy エージェント
の使用」を参照してください。 CodeDeploy Systems Manager のさらなる詳細については、「AWS
Systems Manager とは」 を参照してください。

Auto Scaling グループを作成して設定するには、Auto Scaling グ
ループを作成して設定するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

グローバルナビゲーションバーで、AWS 一般リファレンス の リージョンとエンドポイント で一覧
表示されているリージョンのいずれかが選択されていることを確認してください。Amazon EC2 Auto
Scaling リソースは、指定したリージョンに関連付けられ CodeDeploy 、選択されたリージョンでの
みサポートされます。

3.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] の [テンプレートの起動] を選択します。

4.

[起動テンプレートの作成] を選択します。

5.

Launch template name and description ダイアログで、Launch template name に CodeDeployDemoAS-Launch-Template を入力します。他のフィールドはデフォルトのためのデフォルトをそのまま
にします。

6.

Amazon machine image (AMI) ダイアログで、AMI の下にあるドロップダウンをクリックし、この
チュートリアルで使用する AMI を選択します。
•

AMI ドロップダウンの「クイックスタート」タブで、Amazon Linux 2 AMI、Red Hat Enterprise
Linux 7.1、Ubuntu Server 14.04 LTS、またはマイクロソフト Windows Server 2012 R2 のいずれ
かを選択します。

Note
CodeDeploy と互換性があるカスタムバージョンの AMI の場合、[クイックスタート]
タブを参照する代わりに、ここで選択します。Amazon EC2 Auto Scaling CodeDeploy
でカスタム AMI を使用することについての詳細については、「」を参照してくださ
いCodeDeploy と Amazon EC2 Auto Scaling でのカスタム AMI の使用 (p. 54)。
7.

Instance type で、ドロップダウンを選択し、t1.micro を選択します。検索バーを使用すると、よりす
ばやく検索できます。
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8.

Key pair (login) ダイアログボックスで、[Choose an existing key pair を選択します。[キーペアの選択]
のドロップダウンリストで、前のステップで作成した Amazon EC2 インスタンスのキーペアを選択し
ます。

9.

Network settings ダイアログボックスで、[Virtual Public Cloud (VPC) を選択します。
Security groupsドロップダウンで、tutorial's prerequisites section (CodeDeployDemo-AS-SG)で作成
したセキュリティグループを選択します。

10. Advanced details ダイアログボックスを展開します。IAM instance profile ドロップダウンで、IAM
instance profile の下で以前の (CodeDeployDemo-EC2-Instance-Profile) を作成した IAM ロール
を選択します。
デフォルトの残りはそのままにしておきます。
11. [起動テンプレートの作成] を選択します。
12. Next steps ダイアログボックスで、[Create Auto Scaling group を選択します。
13. Choose launch template or configuration (起動テンプレートまたは設定の選択) ページで、Auto
Scaling group name を CodeDeployDemo-AS-Group に入力します。
14. Launchtemplate ダイアログボックスで、起動テンプレート (CodeDeployDemo-AS-LaunchTemplate) を入力する必要があります。そうでない場合は、ドロップダウンメニューから、それを選
択します。デフォルトのままにして、Next を選択します。
15. VPC の [インスタンス起動オプションの選択] ページの [ネットワーク] セクションで、デフォルトの
VPC を選択します。次に、アベイラビリティーゾーンとサブネットで、デフォルトのサブネットを選
択します。デフォルトを選択できない場合は、VPC を作成する必要があります。Amazon S3 の詳細
については、Amazon VPC の開始方法 を参照してください。
16. [Instance type requirements] (インスタンスタイプの要件) セクションでは、このステップを簡略化す
るためにデフォルト設定を使用します。(起動テンプレートを上書きしないでください。) このチュー
トリアルでは、起動テンプレートで指定されたインスタンスタイプを使用して、オンデマンドインス
タンスのみを起動します。
17. Next を選択して Configure advanced options ページに行きます。
18. デフォルト値をそのまま保ち、Next を選択します。
19. Configure group size and scaling policies ページで、1 のデフォルトの Group size の値をそのままに
します。[Next] (次へ) を選択します。
20. 通知の設定の手順をスキップし、Next を選択します。
21. Add tags ページ上で、 CodeDeploy 後でエージェントをインストールするときに使用するタグを追加
します。[Add tag] (タグを追加) を選択します。
a.

[Key] (キー) に、「Name」と入力します。

b.

[値] に「CodeDeployDemo」と入力します。

[Next] (次へ) を選択します。
22. Review ページで上の Auto Scaling グループの情報を確認し、Create Auto Scaling group を選択しま
す。
23. ナビゲーションバーで、選択された Auto Scaling Groups を用いて CodeDeployDemo-AS-Group を
選択し、Instance Management タブを選びます。[ライフサイクル] InService列にの値が表示され、
[Health ステータス] 列に [正常] の値が表示されるまで先に進まないでください。
24. 「 CodeDeploy エージェントのインストール」の手順に従い、 CodeDeploy
Name=CodeDeployDemoインスタンスタグを使用してエージェントをインストールします。
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ステップ 2: [Auto Scaling グループ] にアプリケーショ
ンをデプロイします。
このステップでは、Auto Scaling グループの 1 つの Amazon EC2 インスタンスにリビジョンをデプロイし
ます。
トピック
• デプロイを作成するには (CLI) (p. 112)
• デプロイを作成するには (コンソール) (p. 114)

デプロイを作成するには (CLI)
1.

create-application コマンドを呼び出して、SimpleDemoApp と言う名前のアプリケーションを作成し
ます。
aws deploy create-application --application-name SimpleDemoApp

2.

3.

ステップ 2: CodeDeploy のサービスロールの作成 (p. 33) の手順に従ってサービスロールを作成し
ている必要があります。サービスロールは、Amazon EC2 インスタンスにアクセスしてタグを拡張
(読み込み) CodeDeploy する許可を Amazon EC2 インスタンスに付与します。サービスロール ARN
が必要になります。サービスロール ARN を取得するには、サービスロール ARN (CLI) を取得しま
す。 (p. 39) の手順に従います。
サービスロールの ARN を取得したら、create-deployment-groupコマンドを呼び出し、
という名前のアプリケーションと関連付けられるという名前のデプロイ設定を使用し
てSimpleDemoDG、CodeDeployDemo-AS-Group指定されたサービスロールARNと関連付けられ
るという名前のデプロイ設定を使用してCodeDeployDefault.OneAtATime、という名前のアプリ
ケーションと関連付けられるという名前のデプロイ設定を作成します。SimpleDemoApp

Note
create-deployment-groupこのコマンドは、デプロイおよびインスタンス内の指定されたイベ
ントについて、トピックサブスクライバーに Amazon SNS 通知を送信するトリガーの作成を
サポートします。このコマンドは、Amazon CloudWatch アラームのモニタリングしきい値が
満たされたときにデプロイを停止するアラームを設定するオプションもサポートします。こ
のチュートリアルでは、これらのアクションのためのコマンドは含まれていません。
ローカル Linux、macOS、Unix マシンについて
aws deploy create-deployment-group \
--application-name SimpleDemoApp \
--auto-scaling-groups CodeDeployDemo-AS-Group \
--deployment-group-name SimpleDemoDG \
--deployment-config-name CodeDeployDefault.OneAtATime \
--service-role-arn service-role-arn

ローカル Windows マシンの場合
aws deploy create-deployment-group --application-name SimpleDemoApp --auto-scalinggroups CodeDeployDemo-AS-Group --deployment-group-name SimpleDemoDG --deploymentconfig-name CodeDeployDefault.OneAtATime --service-role-arn service-role-arn

4.

指定された場所のリビジョンを使用して、SimpleDemoApp という名前のアプリケーション
と関連付けられたデプロイ、CodeDeployDefault.OneAtATime という名前のデプロイ設
定、SimpleDemoDG という名前のデプロイグループを作成する create-deployment コマンドを呼び出
します。
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Amazon Linux および RHEL の Amazon EC2インスタンスの場合、ローカルの Linux、macOS、また
は Unixマシンから呼び出します

aws deploy create-deployment \
--application-name SimpleDemoApp \
--deployment-config-name CodeDeployDefault.OneAtATime \
--deployment-group-name SimpleDemoDG \
--s3-location bucket=bucket-name,bundleType=zip,key=samples/latest/
SampleApp_Linux.zip

bucket-name は、リージョンの Amazon S3 ファイルが含まれている Amazon S3 バケットの名前で
す。 CodeDeploy 例えば、米国東部(オハイオ)リージョンの場合、##### を aws-codedeploy-useast-2 に置き換えます。バケット名のリストについては、リソースキットのバケット名 (リージョン
別) (p. 440) を参照してください。
ローカル Windows マシンから呼び出した Amazon Linux および RHEL Amazon EC2 instances の場合

aws deploy create-deployment --application-name SimpleDemoApp --deployment-configname CodeDeployDefault.OneAtATime --deployment-group-name SimpleDemoDG --s3-location
bucket=bucket-name,bundleType=zip,key=samples/latest/SampleApp_Linux.zip

bucket-name は、リージョンの Amazon S3 ファイルが含まれている Amazon S3 バケットの名前で
す。 CodeDeploy 例えば、米国東部(オハイオ)リージョンの場合、##### を aws-codedeploy-useast-2 に置き換えます。バケット名のリストについては、リソースキットのバケット名 (リージョン
別) (p. 440) を参照してください。
ローカルの Linux、macOS、または Unix マシンから呼び出した Windows サーバー Amazon Linux お
よび RHEL の Amazon EC2インスタンスの場合

aws deploy create-deployment \
--application-name SimpleDemoApp \
--deployment-config-name CodeDeployDefault.OneAtATime \
--deployment-group-name SimpleDemoDG \
--s3-location bucket=bucket-name,bundleType=zip,key=samples/latest/
SampleApp_Windows.zip

bucket-name は、リージョンの Amazon S3 ファイルが含まれている Amazon S3 バケットの名前で
す。 CodeDeploy 例えば、米国東部(オハイオ)リージョンの場合、##### を aws-codedeploy-useast-2 に置き換えます。バケット名のリストについては、リソースキットのバケット名 (リージョン
別) (p. 440) を参照してください。
ローカル Windows マシンから呼び出した Windows サーバー Amazon EC2 インスタンスの場合
aws deploy create-deployment --application-name SimpleDemoApp --deployment-configname CodeDeployDefault.OneAtATime --deployment-group-name SimpleDemoDG --s3-location
bucket=bucket-name,bundleType=zip,key=samples/latest/SampleApp_Windows.zip

bucket-name は、リージョンの Amazon S3 ファイルが含まれている Amazon S3 バケットの名前で
す。 CodeDeploy 例えば、米国東部(オハイオ)リージョンの場合、##### を aws-codedeploy-useast-2 に置き換えます。バケット名のリストについては、リソースキットのバケット名 (リージョン
別) (p. 440) を参照してください。
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Note
現在のところ、Ubuntu サーバーの Amazon EC2 CodeDeploy インスタンスにデプロイする
サンプルリビジョンはありません。リビジョンを独自に作成するには、CodeDeploy のアプ
リケーションリビジョンの操作 (p. 301) を参照してください。
5.

get-deployment コマンドを呼び出して、デプロイが成功したことを確認します。
このコマンドを呼び出す前に、create-deployment コマンドの呼び出しで返された、デプロイの ID が
必要になります。デプロイ ID を再度取得することが必要な場合には、SimpleDemoApp という名前
のアプリケーションと SimpleDemoDG と言う名前のデプロイグループに対して、list-deployments コ
マンドを呼び出します。
aws deploy list-deployments --application-name SimpleDemoApp --deployment-group-name
SimpleDemoDG --query "deployments" --output text

次に、デプロイ ID を使用して get-deployment コマンドを呼び出します。
aws deploy get-deployment --deployment-id deployment-id --query "deploymentInfo.status"
--output text

Succeeded の値が返されるまで続けないでください。

デプロイを作成するには (コンソール)
1.

ステップ 2: CodeDeploy のサービスロールの作成 (p. 33) の手順に従ってサービスロールを作成し
ている必要があります。サービスロールは、インスタンスにアクセスしてタグを拡張 (読み込み)
CodeDeploy する許可を、インスタンスに付与します。 CodeDeploy コンソールを使用してアプリ
ケーションリビジョンをデプロイする前に、サービスロール ARN が必要になります。サービスロー
ル ARN を取得するには、サービスロール ARN の取得 (コンソール) (p. 38) の手順に従います。

2.

サービスロール ARN があるため、 CodeDeploy コンソールを使用して、アプリケーションリビジョ
ンをデプロイできます。
にサインインしてAWS Management Console、https://console.aws.amazon.com/codedeploy
CodeDeploy でコンソールを開きます。

Note
CodeDeploy の開始方法 (p. 33) で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使
用してサインインします。
3.

ナビゲーションペインで [デプロイ] を展開し、[アプリケーション] を選択します。

4.

[Create application] を選択します。

5.

[カスタムアプリケーション] を選択します。

6.

[アプリケーション名] に、「SimpleDemoApp」と入力します。

7.

[コンピューティングプラットフォーム] で [EC2/オンプレミス] を選択します。

8.

[Create application] を選択します。

9.

[デプロイグループ] タブで、[デプロイグループの作成] を選択します。

10. [Deployment group name] (デプロイグループ名) に「SimpleDemoDG」と入力します。
11. [サービスロール] で、 サービスロールの名前を選択します。
12. [デプロイタイプ] で、[インプレース] を選択します。
13. 環境設定で Auto Scaling グループを選択し、を選択しますCodeDeployDemo-AS-Group。
14. デプロイメント設定で、を選択しますCodeDeployDefault。 OneAtATime。
15. [Enable load balancing (ロードバランシングの有効化)] のチェックを外します。
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16. [Create deployment group] (デプロイグループの作成) を選択します。
17. デプロイグループページで、[デプロイの作成] を選択します。
18. [Revision type (リビジョンのタイプ)] の横の [My application is stored in Amazon S3 (Amazon S3 に保
存されているアプリケーション)] を選択します。
19. [リビジョンの場所] に、オペレーティングシステムとリージョンのサンプルアプリケーションの場所
を入力します。
Amazon Linux、RHEL Amazon EC2 インスタンスの場合
リージョン

サンプルアプリケーションの場所

米国東部 (オハイオ) リージョン

http://s3-us-east-2.amazonaws.com/
aws-codedeploy-us-east-2/samples/
latest/SampleApp_Linux.zip

米国東部(バージニア州北部) リージョン

http://s3.amazonaws.com/awscodedeploy-us-east-1/samples/latest/
SampleApp_Linux.zip

US West (N. California) Region

http://s3-us-west-1.amazonaws.com/
aws-codedeploy-us-west-1/samples/
latest/SampleApp_Linux.zip

米国西部 (オレゴン) リージョン

http://s3-us-west-2.amazonaws.com/
aws-codedeploy-us-west-2/samples/
latest/SampleApp_Linux.zip

カナダ (中部) リージョン

http://s3-cacentral-1.amazonaws.com/awscodedeploy-ca-central-1/samples/
latest/SampleApp_Linux.zip

欧州 (アイルランド) リージョン

http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/
aws-codedeploy-eu-west-1/samples/
latest/SampleApp_Linux.zip

欧州 (ロンドン) リージョン

http://s3-eu-west-2.amazonaws.com/
aws-codedeploy-eu-west-2/samples/
latest/SampleApp_Linux.zip

欧州(パリ)リージョン

http://s3-eu-west-3.amazonaws.com/
aws-codedeploy-eu-west-3/samples/
latest/SampleApp_Linux.zip

欧州(フランクフルト)リージョン

http://s3-eucentral-1.amazonaws.com/awscodedeploy-eu-central-1/samples/
latest/SampleApp_Linux.zip

アジアパシフィック (香港) リージョン

http://s3-ap-east-1.amazonaws.com/
aws-codedeploy-ap-east-1/samples/
latest/SampleApp_Linux.zip

Asia Pacific (Tokyo) Region

http://s3-apnortheast-1.amazonaws.com/awscodedeploy-ap-northeast-1/samples/
latest/SampleApp_Linux.zip
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リージョン

サンプルアプリケーションの場所

Asia Pacific (Seoul) Region

http://s3-apnortheast-2.amazonaws.com/awscodedeploy-ap-northeast-2/samples/
latest/SampleApp_Linux.zip

アジアパシフィック (シンガポール) リージョン

http://s3-apsoutheast-1.amazonaws.com/awscodedeploy-ap-southeast-1/samples/
latest/SampleApp_Linux.zip

Asia Pacific (Sydney) Region

http://s3-apsoutheast-2.amazonaws.com/awscodedeploy-ap-southeast-2/samples/
latest/SampleApp_Linux.zip

アジアパシフィック (ムンバイ) リージョン

http://s3-ap-south-1.amazonaws.com/
aws-codedeploy-ap-south-1/samples/
latest/SampleApp_Linux.zip

南米 (サンパウロ) リージョン

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/
aws-codedeploy-sa-east-1/samples/
latest/SampleApp_Linux.zip

Windows Server Amazon EC2 インスタンスの場合
リージョン

サンプルアプリケーションの場所

米国東部 (オハイオ) リージョン

http://s3-us-east-2.amazonaws.com/
aws-codedeploy-us-east-2/samples/
latest/SampleApp_Windows.zip

米国東部(バージニア州北部) リージョン

http://s3.amazonaws.com/awscodedeploy-us-east-1/samples/latest/
SampleApp_Windows.zip

US West (N. California) Region

http://s3-us-west-1.amazonaws.com/
aws-codedeploy-us-west-1/samples/
latest/SampleApp_Windows.zip

米国西部 (オレゴン) リージョン

http://s3-us-west-2.amazonaws.com/
aws-codedeploy-us-west-2/samples/
latest/SampleApp_Windows.zip

カナダ (中部) リージョン

http://s3-cacentral-1.amazonaws.com/awscodedeploy-ca-central-1/samples/
latest/SampleApp_Windows.zip

欧州 (アイルランド) リージョン

http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/
aws-codedeploy-eu-west-1/samples/
latest/SampleApp_Windows.zip

欧州 (ロンドン) リージョン

http://s3-eu-west-2.amazonaws.com/
aws-codedeploy-eu-west-2/samples/
latest/SampleApp_Windows.zip
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リージョン

サンプルアプリケーションの場所

欧州(パリ)リージョン

http://s3-eu-west-3.amazonaws.com/
aws-codedeploy-eu-west-3/samples/
latest/SampleApp_Windows.zip

欧州(フランクフルト)リージョン

http://s3-eucentral-1.amazonaws.com/awscodedeploy-eu-central-1/samples/
latest/SampleApp_Windows.zip

アジアパシフィック (香港) リージョン

http://s3-ap-east-1.amazonaws.com/
aws-codedeploy-ap-east-1/samples/
latest/SampleApp_Windows.zip

Asia Pacific (Seoul) Region

http://s3-apnortheast-2.amazonaws.com/awscodedeploy-ap-northeast-2/samples/
latest/SampleApp_Windows.zip

アジアパシフィック (シンガポール) リージョン

http://s3-apsoutheast-1.amazonaws.com/awscodedeploy-ap-southeast-1/samples/
latest/SampleApp_Windows.zip

Asia Pacific (Sydney) Region

http://s3-apsoutheast-2.amazonaws.com/awscodedeploy-ap-southeast-2/samples/
latest/SampleApp_Windows.zip

アジアパシフィック (ムンバイ) リージョン

http://s3-ap-south-1.amazonaws.com/
aws-codedeploy-ap-south-1/samples/
latest/SampleApp_Windows.zip

南米 (サンパウロ) リージョン

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/
aws-codedeploy-sa-east-1/samples/
latest/SampleApp_Windows.zip

Ubuntu Server Amazon EC2 インスタンスの場合
Amazon S3 に格納されるカスタムアプリケーションリビジョンの場所を入力します。
20. [デプロイメントの説明] は空白のままにしておきます。
21. [Advanced] を展開します。
22. [Create deployment] を選択します。

Note
Succeeded の代わりに Failed が表示された場合、デプロイのモニタリングとトラブルシュー
ティング (p. 76) にある手法の一部を試してみることもできます (SimpleDemoApp のアプ
リケーション名、および SimpleDemoDG のデプロイグループ名を使用して)。

ステップ 3: 結果の確認
このステップでは、Auto Scaling グループの 1 つの Amazon EC2 CodeDeploy SimpleDemoApp インスタ
ンスにリビジョンがインストールされているかどうかを確認します。
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トピック
• 結果を確認するには (CLI) (p. 118)
• 結果を確認するには (コンソール) (p. 118)

結果を確認するには (CLI)
まず、Amazon EC2 インスタンスのパブリック DNS が必要です。
を使用して、AWS CLI Auto Scaling グループの Amazon EC2 インスタンスのパブリック DNSdescribeinstances を取得します。
このコマンドを呼び出す前に、Amazon EC2 インスタンスの ID が必要です。この ID を取得するには、以
前に行ったように、CodeDeployDemo-AS-Group に対して describe-auto-scaling-groups を呼び出しま
す。
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-names CodeDeployDemo-ASGroup --query "AutoScalingGroups[0].Instances[*].InstanceId" --output text

次に describe-instances コマンドを呼び出します。
aws ec2 describe-instances --instance-id instance-id --query
"Reservations[0].Instances[0].PublicDnsName" --output text

返される値は Amazon EC2 インスタンスのパブリック DNS です。
ウェブブラウザを使用して、次のような URL を使用して Amazon EC2 SimpleDemoApp インスタンスに
デプロイしたリビジョンを表示します。
http://ec2-01-234-567-890.compute-1.amazonaws.com

成功のページが表示されると、リビジョンは CodeDeploy Auto Scaling グループの単一の Amazon EC2 イ
ンスタンスに正しくデプロイされました。
次に、Auto Scaling グループに Amazon EC2 インスタンスを追加します。Amazon EC2 Auto Scaling が
Amazon EC2 インスタンスを追加した後、 CodeDeploy 新しいインスタンスにリビジョンをデプロイしま
す。

結果を確認するには (コンソール)
まず、Amazon EC2 インスタンスのパブリック DNS が必要です。
Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
Amazon EC2 ナビゲーションペインの Auto Scaling の下で、Auto Scaling グループ を選択
し、CodeDeployDemo-AS-Group のエントリを選択します。
インスタンス タブで、リスト内の Amazon EC2 インスタンス ID を選択します。
[Instances] ページの、[Description] タブで、[Public DNS] 値をメモします。次のように表示されま
す。ec2-01-234-567-890.compute-1.amazonaws.com
ウェブブラウザを使用して、次のような URL を使用して Amazon EC2 SimpleDemoApp インスタンスに
デプロイしたリビジョンを表示します。
http://ec2-01-234-567-890.compute-1.amazonaws.com

成功のページが表示されると、リビジョンは CodeDeploy Auto Scaling グループの単一の Amazon EC2 イ
ンスタンスに正しくデプロイされました。
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次に、Auto Scaling グループに Amazon EC2 インスタンスを追加します。Amazon EC2 Auto Scaling が
Amazon EC2 インスタンスを追加した後、新しい Amazon EC2 CodeDeploy インスタンスにリビジョンを
デプロイします。

ステップ 4: [Auto Scaling グループ] 中の Amazon EC2
インスタンスの数を増やす
このステップでは、追加の Amazon EC2 インスタンスを作成するように、Auto Scaling グループに指示し
ます。Amazon EC2 Auto Scaling がインスタンスを作成すると、 CodeDeploy リビジョンがデプロイされ
ます。
トピック
• Auto Scaling グループ (CLI) 中の Amazon EC2 インスタンスの数をスケールアウトするには (p. 119)
• デプロイグループ (コンソール) で Amazon EC2 インスタンスの数をスケールアップするには
(p. 119)

Auto Scaling グループ (CLI) 中の Amazon EC2 インスタンスの数
をスケールアウトするには
1.

update-auto-scaling-groupコマンドを呼び出し、名前の [Auto Scaling グループの Amazon EC2 インス
タンスを、1CodeDeployDemo-AS-Group から 2 に増やします。
ローカル Linux、macOS、あるいは Unix マシンについて
aws autoscaling update-auto-scaling-group \
--auto-scaling-group-name CodeDeployDemo-AS-Group \
--min-size 2 \
--max-size 2 \
--desired-capacity 2

ローカル Windows マシンの場合
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name CodeDeployDemo-ASGroup --min-size 2 --max-size 2 --desired-capacity 2

2.

Auto Scaling グループに 2 つの Amazon EC2 インスタンスが存在することを確認しま
す。CodeDeployDemo-AS-Group に対して describe-auto-scaling-groups コマンドを呼び出します。
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-names CodeDeployDemoAS-Group --query "AutoScalingGroups[0].Instances[*].[HealthStatus, LifecycleState]" -output text

戻り値に、Healthy と InService の両方が表示されるまで続行しないでください。

デプロイグループ (コンソール) で Amazon EC2 インスタンスの
数をスケールアップするには
1.

Amazon EC2 ナビゲーションバーで、Auto Scaling の下で、Auto Scaling Groups を選択し、次に
CodeDeployDemo-AS-Group を選択します。

2.

[Actions] (アクション) を選択して、[Edit] (編集) を選択します。

3.

[詳細] タブで、[必要]、[最小] および [最大] ボックスに 2 と入力し、[保存] を選択します。
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4.

[Instances] タブを選択します。新しい Amazon EC2 インスタンスが一覧に表示されます。(インスタ
ンスが表示されない場合、[Refresh] ボタンを数回選択する必要が生じる場合があります)。[ライフサ
イクル] InService列にの値が表示され、[Health ステータス] 列に [正常] の値が表示されるまで先に進
まないでください。

ステップ 5: 結果を再度確認します
このステップでは、Auto Scaling CodeDeploy SimpleDemoApp グループの新しいインスタンスにリビジョ
ンがインストールされているかどうかを確認します。
トピック
• 自動デプロイの結果を確認するには (CLI) (p. 120)
• 自動デプロイの結果を確認するには (コンソール) (p. 121)

自動デプロイの結果を確認するには (CLI)
1.

get-deployment コマンドを確認する前に、自動デプロイの ID が必要です。ID を取得するに
は、SimpleDemoApp という名前のアプリケーションと SimpleDemoDG と言う名前のデプロイグ
ループに対して list-deployments コマンドを呼び出します。
aws deploy list-deployments --application-name SimpleDemoApp --deployment-group-name
SimpleDemoDG --query "deployments" --output text

2 つのデプロイ ID があるはずです。get-deployment コマンドの呼び出しでは、まだ使用していない
ID を使用してください。
aws deploy get-deployment --deployment-id deployment-id --query "deploymentInfo.
[status, creator]" --output text

デプロイのステータスに加えて、autoScaling がコマンド出力に表示されます (autoScaling は
Amazon EC2 Auto Scaling が作成したデプロイ)。
デプロイのステータスに Succeeded が表示されるまで進まないでください。
2.

describe-instances のコマンドを呼び出す前に、新しい Amazon EC2 インスタンスの ID が必要です。
この ID を取得するには、CodeDeployDemo-AS-Group に対して describe-auto-scaling-groups コマ
ンドをもう一度呼び出します。
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-names CodeDeployDemoAS-Group --query "AutoScalingGroups[0].Instances[*].InstanceId" --output text

次に describe-instances コマンドを呼び出します。
aws ec2 describe-instances --instance-id instance-id --query
"Reservations[0].Instances[0].PublicDnsName" --output text

describe-instances のコマンドの出力で、新しい Amazon EC2 インスタンスの パブリック DNS をメ
モします。
3.

ウェブブラウザを使用して、次のような URL を使用して Amazon EC2 インスタンスにデプロイした
SimpleDemoApp のリビジョンを表示します。
http://ec2-01-234-567-890.compute-1.amazonaws.com
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成功のページが表示されると、Auto Scaling グループのスケールアップされた Amazon EC2 インスタ
ンスにリビジョンをデプロイしています。 CodeDeploy

自動デプロイの結果を確認するには (コンソール)
1.

にサインインしてAWS Management Console、https://console.aws.amazon.com/codedeploy
CodeDeploy でコンソールを開きます。

Note
CodeDeploy の開始方法 (p. 33) で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使
用してサインインします。
2.

ナビゲーションペインで、Deploy を展開し、Deployments を選択します。

3.

Amazon EC2 Auto Scaling が作成したデプロイのデプロイ ID を選択します。
.

4.

[デプロイ] ページに、デプロイに関する情報が表示されます。通常の場合は、ユーザーがデプロイを
作成しますが、Amazon EC2 Auto Scaling はユーザーに代わってリビジョンを新しい Amazon EC2 イ
ンスタンスにデプロイします。

5.

ページ上部に [成功] と表示されたら、インスタンスで結果を確認します。最初に、インスタンスのパ
ブリック DNS を取得する必要があります。

6.

Amazon EC2 ナビゲーションペインの Auto Scaling の下で、Auto Scaling グループ を選択
し、CodeDeployDemo-AS-Group のエントリを選択します。

7.

Instances タブで、新しい Amazon EC2 インスタンスの ID を選択します。

8.

[Instances] ページの、[Description] タブで、[Public DNS] 値をメモします。次のように表示されま
す。ec2-01-234-567-890.compute-1.amazonaws.com

インスタンスにデプロイされた SimpleDemoApp リビジョンを、次のような URL を使用して表示しま
す。
http://ec2-01-234-567-890.compute-1.amazonaws.com

成功のページが表示されると、Auto Scaling グループのスケールアップされた Amazon EC2 インスタンス
にリビジョンをデプロイしています。 CodeDeploy

ステップ 6: クリーンアップする
このステップでは、このチュートリアルで使用したリソースの料金が継続的に発生するのを避けるため
に、Auto Scaling グループを削除します。必要に応じて、Auto Scaling CodeDeploy 設定およびデプロイコ
ンポーネントレコードを削除できます。
トピック
• リソース (CLI) をクリーンアップするには (p. 121)
• リソース (コンソール) をクリーンアップするには (p. 122)

リソース (CLI) をクリーンアップするには
1.

delete-auto-scaling-groupに対してコマンドを呼び出して Auto Scaling グループを削除しま
すCodeDeployDemo-AS-Group。これにより、Amazon EC2 インスタンスも終了します。
API バージョン 2014-10-06
121

AWS CodeDeploy ユーザーガイド
ステップ 6: クリーンアップする

aws autoscaling delete-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name CodeDeployDemo-ASGroup --force-delete

2.

オプションとして、delete-launch-templateCodeDeployDemo-AS-Launch-Template以下の名前の
起動設定に対してコマンドを呼び出して Auto Scaling 起動テンプレートを削除します。
aws ec2 delete-launch-template --launch-template-name CodeDeployDemo-AS-Launch-Template

3.

必要に応じて、 CodeDeploy delete-applicationという名前のアプリケーションに対してコマンドを呼
び出し、からアプリケーションを削除しますSimpleDemoApp。これにより、関連するすべてのデプ
ロイ、デプロイグループ、およびリビジョンレコードも削除されます。
aws deploy delete-application --application-name SimpleDemoApp

4.

Systems Manager ステートマネージャーの関連付けを削除するには、delete-association のコマンド
を呼び出します。
aws ssm delete-association --assocation-id association-id

describe-association のコマンドを呼び出すことで、association-id を取得できます。
aws ssm describe-association --name AWS-ConfigureAWSPackage --targets
Key=tag:Name,Values=CodeDeployDemo

リソース (コンソール) をクリーンアップするには
Amazon EC2 インスタンスを終了する、Auto Scaling グループを削除するには
1.
2.
3.

AWS Management Console にサインインし、Amazon EC2 コンソール (https://
console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
Amazon EC2 ナビゲーションペインで、Auto Scaling の下で、Auto Scaling Groups を選択してか
ら、CodeDeployDemo-AS-Group のエントリを選択します。
[Actions] を選択して、[Delete] を選択し、次に [Yes, Delete] を選択します。

(オプション) 起動テンプレートを削除するには (オプション)
1.
2.
1.
2.

ナビゲーションバーで、Auto Scaling の下で、Launch Configurations を選択し、CodeDeployDemoAS-Launch-Template を選択します。
[Actions] を選択して、[Delete launch configuration] を選択し、[Yes, Delete] を選択します。
必要に応じて、からアプリケーションを削除します CodeDeploy。これにより、関連するす
べてのデプロイ、デプロイグループ、およびリビジョンレコードも削除されます。https://
console.aws.amazon.com/codedeploy CodeDeploy でコンソールを開きます。
にサインインしてAWS Management Console、https://console.aws.amazon.com/codedeploy
CodeDeploy でコンソールを開きます。

Note
CodeDeploy の開始方法 (p. 33) で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使
用してサインインします。
ナビゲーションペインで Deploy を展開し、Applications を選択します。
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3.

アプリケーションの一覧で、[SimpleDemoApp] を選択します。

4.

[Application details] ページで、[Delete application] を選択します。

5.

確認を求めるメッセージが表示されたら、「Delete」と入力し、[削除] を選択します。

Systems Manager ステートマネージャーの関連付けの削除。
1.

AWS Systems Manager コンソールを (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/) で開きま
す。

2.

ナビゲーションペインで、[ステートマネージャー] を選択します。

3.

作成した関連付けを選択し、[削除] を選択します。

チュートリアル: CodeDeploy を使用して GitHub か
らアプリケーションをデプロイする
このチュートリアルでは、CodeDeploy を使用して GitHub からサンプルアプリケーションリビジョンを
単一の Amazon EC2 インスタンス (Amazon Linux を実行中)、単一の Red Hat エンタープライズ Linux
(RHEL) インスタンス、または単一の Windows Server インスタンスにデプロイします。CodeDeploy の
GitHub 統合については、CodeDeploy を GitHub に統合 (p. 60)。

Note
CodeDeploy を使用して、アプリケーションリビジョンを GitHub から Ubuntu サーバーイン
スタンスにデプロイすることもできます。で説明されているサンプルリビジョンを使用でき
ます。ステップ 2: サンプルアプリケーションリビジョンを作成する (p. 100)にチュートリ
アル: CodeDeploy (Windows サーバー、Ubuntu サーバー、または Red Hat エンタープライズ
Linux) を使用してオンプレミスインスタンスにアプリケーションをデプロイする (p. 99)また
は、Ubuntu サーバーインスタンスと CodeDeploy と互換性があるリビジョンを作成できます。独
自のリビジョンを作成するには、CodeDeploy のリビジョンを計画する (p. 301) と CodeDeploy
のリビジョンにアプリケーション仕様ファイルを追加する (p. 302) を参照してください。
トピック
• 前提条件 (p. 123)
• ステップ 1: GitHub アカウントを設定 (p. 124)
• ステップ 2: GitHub リポジトリを作成する (p. 124)
• ステップ 3: サンプルアプリケーションを GitHub リポジトリにアップロードする (p. 126)
• ステップ 4: インスタンスのプロビジョニング (p. 129)
• ステップ 5: アプリケーションおよびデプロイグループの作成 (p. 129)
• ステップ 6: アプリケーションをインスタンスにデプロイする (p. 131)
• ステップ 7: デプロイの監視と検証 (p. 133)
• ステップ 8: クリーンアップ (p. 134)

前提条件
このチュートリアルを開始する前に、以下を実行します。
• ローカルマシンで Git をインストールします。Git をインストールするには、Git ダウンロード。
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• AWS CLI のインストールと設定を含む、「CodeDeploy の開始方法 (p. 33)」の手順を完了します。これ
は、AWS CLI を使用して GitHub からインスタンスにリビジョンをデプロイする場合に特に重要です。

ステップ 1: GitHub アカウントを設定
リビジョンが保存される GitHub リポジトリを作成するには、GitHub アカウントが必要です。すでに
GitHub アカウントをお持ちの場合は、ステップ 2: GitHub リポジトリを作成する (p. 124) に進んでくだ
さい。
1.

https://github.com/join にアクセスします。

2.

ユーザー名、E メールアドレス、パスワードを入力します。

3.

[Sign up for GitHub] を選択し、指示に従います。

ステップ 2: GitHub リポジトリを作成する
リビジョンを保存するには、GitHub リポジトリが必要です。
すでに GitHub リポジトリがある場合は、このチュートリアル全体で CodeDeployGitHubDemo の名
前を必ず置き換えて、「ステップ 3: サンプルアプリケーションを GitHub リポジトリにアップロードす
る (p. 126)」に進んでください。
1.

GitHub home page で、次のいずれかの操作を実行します。
• [Your repositories] で、[New repository] を選択します。
• ナビゲーションバーで、[Create new (+)] を選択し、[New repository] を選択します。

2.

[Create a new repository] ページで、次の操作を実行します。
• [リポジトリ名] ボックスに「CodeDeployGitHubDemo」と入力します。
• [Public] を選択します。

Note
デフォルトの [Public] オプションを選択すると、誰でもこのリポジトリを表示できます。
[プライベート] オプションを選択して、リポジトリを表示してコミットできるユーザーを
制限できます。
• [Initialize this repository with a README] チェックボックスをオフにします。代わりに、次のステッ
プでは、README.md ファイルを手動で作成します。
• [リポジトリの作成]を選択します。
3.

ローカルマシンタイプ別の手順に従い、コマンドラインを使用してリポジトリを作成します。

Note
GitHub で 2 要素認証を有効にした場合、パスワードの入力を求められたら、GitHub のログ
インパスワードの代わりに必ず個人アクセストークンを入力するようにしてください。詳細
については、 を参照してください。2FA 認証コードの提供。

ローカル Linux、macOS、Unix マシンの場合:
1.

ターミナルから、次のコマンドを一度に 1 つずつ実行します。user-name は GitHub のユーザー名で
す。
mkdir /tmp/CodeDeployGitHubDemo
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cd /tmp/CodeDeployGitHubDemo

touch README.md

git init

git add README.md

git commit -m "My first commit"

git remote add origin https://github.com/user-name/CodeDeployGitHubDemo.git

git push -u origin master

2.

ターミナルを /tmp/CodeDeployGitHubDemo の場所で開いたままにします。

ローカル Windows マシンの場合
1.

管理者として実行するコマンドプロンプトから、次のコマンドを一度に 1 つずつ実行します。
mkdir c:\temp\CodeDeployGitHubDemo

cd c:\temp\CodeDeployGitHubDemo

notepad README.md

2.

Notepad に README.md ファイルを保存します。Notepad を閉じます。次のコマンドを一度に 1 つず
つ実行します。user-name は GitHub のユーザー名です。
git init

git add README.md

git commit -m "My first commit"

git remote add origin https://github.com/user-name/CodeDeployGitHubDemo.git

git push -u origin master

3.

コマンドプロンプトを c:\temp\CodeDeployGitHubDemo の場所で開いたままにします。
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ステップ 3: サンプルアプリケーションを GitHub リポ
ジトリにアップロードする
このステップでは、パブリックの Amazon S3 バケットから GitHub リポジトリにサンプルリビジョンをコ
ピーします。(分かりやすいように、このチュートリアルに用意してあるサンプルリビジョンは単一のウェ
ブページです。)

Note
サンプルリビジョンの代わりに自身のリビジョンの 1 つを使用する場合は、以下が必要です。
• CodeDeploy のリビジョンを計画する (p. 301) と CodeDeploy のリビジョンにアプリケーショ
ン仕様ファイルを追加する (p. 302) のガイドラインに従う。
• 対応するインスタンスタイプを使用する。
• GitHub のダッシュボードからアクセス可能である。
リビジョンがこれらの要件を満たしている場合は、「ステップ 5: アプリケーションおよびデプロ
イグループの作成 (p. 129)」に進んでください。
Ubuntu Server インスタンスにデプロイする場合、GitHub リポジトリに、Ubuntu サーバーイン
スタンスおよび CodeDeploy と互換性があるリビジョンを GitHub リポジトリにアップロードす
る必要があります。詳細については、「CodeDeploy のリビジョンを計画する (p. 301)」および
「CodeDeploy のリビジョンにアプリケーション仕様ファイルを追加する (p. 302)」を参照して
ください。
トピック
• ローカル Linux、macOS、Unix マシンからサンプルリビジョンをプッシュする (p. 126)
• ローカル Windows マシンからサンプルリビジョンをプッシュする (p. 127)

ローカル Linux、macOS、Unix マシンからサンプルリビジョン
をプッシュする
ターミナルを /tmp/CodeDeployGitHubDemo などの場所で開いたままにして、以下のコマンドを一度に
1 つずつ実行します。

Note
Windows Server インスタンスにデプロイする場合は、SampleApp_Windows.zipにとっ
てSampleApp_Linux.zipコマンドで。
(Amazon S3 copy command)

unzip SampleApp_Linux.zip

rm SampleApp_Linux.zip

git add .

git commit -m "Added sample app"
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git push

各パラメータの意味は次のとおりです。(Amazon S3 #######)は、次のいずれかになります。
• aws s3 cp s3://aws-codedeploy-us-east-2/samples/latest/SampleApp_Linux.zip .
--region us-east-2米国東部 (オハイオ) リージョンの場合
• aws s3 cp s3://aws-codedeploy-us-east-1/samples/latest/SampleApp_Linux.zip .
--region us-east-1米国東部 (バージニア北部) リージョン
• aws s3 cp s3://aws-codedeploy-us-west-1/samples/latest/SampleApp_Linux.zip .
--region us-west-1米国西部 (北カリフォルニア) リージョンの場合
• aws s3 cp s3://aws-codedeploy-us-west-2/samples/latest/SampleApp_Linux.zip .
--region us-west-2米国西部 (オレゴン) リージョンの場合
• aws s3 cp s3://aws-codedeploy-ca-central-1/samples/latest/
SampleApp_Linux.zip . --region ca-central-1カナダ (中部) リージョンの場合
• aws s3 cp s3://aws-codedeploy-eu-west-1/samples/latest/SampleApp_Linux.zip .
--region eu-west-1欧州 (アイルランド) リージョンの場合
• aws s3 cp s3://aws-codedeploy-eu-west-2/samples/latest/SampleApp_Linux.zip .
--region eu-west-2欧州 (ロンドン) リージョンの場合
• aws s3 cp s3://aws-codedeploy-eu-west-3/samples/latest/SampleApp_Linux.zip .
--region eu-west-3欧州 (パリ) リージョンの場合
• aws s3 cp s3://aws-codedeploy-eu-central-1/samples/latest/
SampleApp_Linux.zip . --region eu-central-1欧州 (フランクフルト) リージョンの場合
• aws s3 cp s3://aws-codedeploy-ap-east-1/samples/latest/SampleApp_Linux.zip .
--region ap-east-1アジアパシフィック (香港) リージョンの場合
• aws s3 cp s3://aws-codedeploy-ap-northeast-1/samples/latest/
SampleApp_Linux.zip . --region ap-northeast-1アジアパシフィック (東京) リージョンの場
合
• aws s3 cp s3://aws-codedeploy-ap-northeast-2/samples/latest/
SampleApp_Linux.zip . --region ap-northeast-2アジアパシフィック (ソウル) リージョンの
場合
• aws s3 cp s3://aws-codedeploy-ap-southeast-1/samples/latest/
SampleApp_Linux.zip . --region ap-southeast-1アジアパシフィック (シンガポール) リー
ジョンの場合
• aws s3 cp s3://aws-codedeploy-ap-southeast-2/samples/latest/
SampleApp_Linux.zip . --region ap-southeast-2アジアパシフィック (シドニー) リージョン
の場合
• aws s3 cp s3://aws-codedeploy-ap-south-1/samples/latest/SampleApp_Linux.zip .
--region ap-south-1アジアパシフィック (ムンバイ) リージョンの場合
• aws s3 cp s3://aws-codedeploy-sa-east-1/samples/latest/SampleApp_Linux.zip .
--region sa-east-1南米 (サンパウロ) リージョンの場合

ローカル Windows マシンからサンプルリビジョンをプッシュす
る
コマンドプロンプトを c:\temp\CodeDeployGitHubDemo などの場所で開いたままにして、以下のコマ
ンドを一度に 1 つずつ実行します。

Note
Amazon Linux インスタンスまたは RHEL インスタンスにデプロイする場合
は、SampleApp_Linux.zipにとってSampleApp_Windows.zipコマンドで。
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(Amazon S3 copy command)

the ZIP ファイルの内容の解凍先を、新しいサブディレクトリではなく、直接ローカルディレクトリ (c:
\temp\CodeDeployGitHubDemo など) にします。
git add .

git commit -m "Added sample app"

git push

各パラメータの意味は次のとおりです。(Amazon S3 #######)は、次のいずれかになります。
• aws s3 cp s3://aws-codedeploy-us-east-2/samples/latest/
SampleApp_Windows.zip . --region us-east-2米国東部 (オハイオ) リージョンの場合
• aws s3 cp s3://aws-codedeploy-us-east-1/samples/latest/
SampleApp_Windows.zip . --region us-east-1米国東部 (バージニア北部) リージョン
• aws s3 cp s3://aws-codedeploy-us-west-1/samples/latest/
SampleApp_Windows.zip . --region us-west-1米国西部 (北カリフォルニア) リージョンの場合
• aws s3 cp s3://aws-codedeploy-us-west-2/samples/latest/
SampleApp_Windows.zip . --region us-west-2米国西部 (オレゴン) リージョンの場合
• aws s3 cp s3://aws-codedeploy-ca-central-1/samples/latest/
SampleApp_Windows.zip . --region ca-central-1カナダ (中部) リージョンの場合
• aws s3 cp s3://aws-codedeploy-eu-west-1/samples/latest/
SampleApp_Windows.zip . --region eu-west-1欧州 (アイルランド) リージョンの場合
• aws s3 cp s3://aws-codedeploy-eu-west-2/samples/latest/
SampleApp_Windows.zip . --region eu-west-2欧州 (ロンドン) リージョンの場合
• aws s3 cp s3://aws-codedeploy-eu-west-3/samples/latest/
SampleApp_Windows.zip . --region eu-west-3欧州 (パリ) リージョンの場合
• aws s3 cp s3://aws-codedeploy-eu-central-1/samples/latest/
SampleApp_Windows.zip . --region eu-central-1欧州 (フランクフルト) リージョンの場合
• aws s3 cp s3://aws-codedeploy-ap-east-1/samples/latest/
SampleApp_Windows.zip . --region ap-east-1アジアパシフィック (香港) リージョンの場合
• aws s3 cp s3://aws-codedeploy-ap-northeast-1/samples/latest/
SampleApp_Windows.zip . --region ap-northeast-1アジアパシフィック (東京) リージョンの
場合
• aws s3 cp s3://aws-codedeploy-ap-northeast-2/samples/latest/
SampleApp_Windows.zip . --region ap-northeast-2アジアパシフィック (ソウル) リージョン
の場合
• aws s3 cp s3://aws-codedeploy-ap-southeast-1/samples/latest/
SampleApp_Windows.zip . --region ap-southeast-1アジアパシフィック (シンガポール) リー
ジョンの場合
• aws s3 cp s3://aws-codedeploy-ap-southeast-2/samples/latest/
SampleApp_Windows.zip . --region ap-southeast-2アジアパシフィック (シドニー) リージョ
ンの場合
• aws s3 cp s3://aws-codedeploy-ap-south-1/samples/latest/
SampleApp_Windows.zip . --region ap-south-1アジアパシフィック (ムンバイ) リージョンの
場合
• aws s3 cp s3://aws-codedeploy-sa-east-1/samples/latest/
SampleApp_Windows.zip . --region sa-east-1南米 (サンパウロ) リージョンの場合
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独自のリビジョンを Ubuntu Server インスタンスにプッシュするには、リビジョンをローカルリポジトリ
にコピーしてから、次のコマンドを呼び出します。
git add .
git commit -m "Added Ubuntu app"
git push

ステップ 4: インスタンスのプロビジョニング
このステップでは、サンプルアプリケーションのデプロイ先であるインスタンスを作成または設定
します。CodeDeploy でサポートされているオペレーティングシステムのいずれかを実行している
Amazon EC2 インスタンスまたはオンプレミスインスタンスにデプロイできます。詳細については、
「 CodeDeploy エージェントで対応するオペレーティングシステム (p. 170)」を参照してください。
(CodeDeploy デプロイで使用するインスタンスが設定済みである場合は、次のステップまでスキップしま
す。)

インスタンスをプロビジョニングするには
1.
2.

「」の指示に従って、Amazon EC2 インスタンス (コンソール) を起動します。 (p. 214)インスタン
スをプロビジョニングします。
インスタンスを起動するときは、必ずタグをタグを追加するページで. タグを指定する方法の詳細につ
いては、「」Amazon EC2 インスタンス (コンソール) を起動します。 (p. 214)。

CodeDeploy エージェントがインスタンスで実行されていることを確認するには
•

「」の指示に従って、の検証 CodeDeploy エージェントが実行されている (p. 181)をクリックして、
エージェントが実行されていることを確認する。

インスタンスを正常にプロビジョニングして CodeDeploy エージェントが実行されていることを確認した
ら、次のステップに進みます。

ステップ 5: アプリケーションおよびデプロイグルー
プの作成
このステップでは、CodeDeploy コンソールを使用するかAWS CLIを使用して、GitHub リポジトリから
サンプルリビジョンをデプロイするために使用するアプリケーションおよびデプロイグループを作成しま
す。

アプリケーションおよびデプロイグループの作成 (コンソール)
1.

にサインインします。AWS Management ConsoleCodeDeploy、https://console.aws.amazon.com/
codedeploy。

Note

2.
3.
4.
5.

で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使用してサインインしま
す。CodeDeploy の開始方法 (p. 33)。
ナビゲーションペインで、[] を展開します。デプロイ[] の順に選択します。アプリケーション。
[アプリケーションの作成]、[カスタムアプリケーション] の順に選択します。
[アプリケーション名] に、「CodeDeployGitHubDemo-App」と入力します。
[コンピューティングプラットフォーム] で [EC2/オンプレミス] を選択します。
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6.

[Create application] を選択します。

7.

[デプロイグループ] タブで、[デプロイグループの作成] を選択します。

8.

[Deployment group name] (デプロイグループ名) に「CodeDeployGitHubDemo-DepGrp」と入力し
ます。

9.

Eclipseサービスロールで、で作成した CodeDeploy サービスロールの名前を選択しま
す。CodeDeploy のサービスロールの作成 (p. 33)。

10. [デプロイタイプ] で、[インプレース] を選択します。
11. Eclipse環境設定で、使用するインスタンスのタイプに応じて、Amazon EC2 インスタンスまたはオン
プレミスインスタンス。[キー] と [値] に、ステップ 4: インスタンスのプロビジョニング (p. 129) の
一部としてインスタンスに適用されたインスタンスタグのキーと値を入力します。
12. [デプロイ設定] で [CodeDeployDefault.AllatOnce] を選択します。
13. [ロードバランサー] で、[Enable load balancing (ロードバランシングの有効化)] をオフにします。
14. [Advanced] を展開します。
15. [アラーム] で [アラーム設定を無視する] を選択します。
16. [デプロイグループの作成] を選択し、次のステップに進みます。

アプリケーションおよびデプロイグループの作成 (CLI)
1.

を呼び出します。create-applicationコマンドで CodeDeploy という名前のアプリケーションを作成し
ます。CodeDeployGitHubDemo-App:
aws deploy create-application --application-name CodeDeployGitHubDemo-App

2.

create-deployment-group コマンドを呼び出して CodeDeployGitHubDemo-DepGrp と言う名前のデ
プロイグループを作成します。
• Amazon EC2 インスタンスにデプロイする場合ec2-tag-key「」の一部としてAmazon EC2 イン
スタンスに適用された Amazon EC2 インスタンスタグキーですかステップ 4: インスタンスのプロ
ビジョニング (p. 129)。
• Amazon EC2 インスタンスにデプロイする場合ec2-###は、「」の一部としてAmazon EC2 インス
タンスに適用された Amazon EC2 インスタンスタグの値ですかステップ 4: インスタンスのプロビ
ジョニング (p. 129)。
• オンプレミスインスタンスにデプロイする場合、on-premises-tag-key は、「ステップ 4: イン
スタンスのプロビジョニング (p. 129)」の一部としてオンプレミスインスタンスに適用したオンプ
レミスインスタンスのタグキーです。
• オンプレミスインスタンスにデプロイする場合、on-premises-tag-value は、「ステップ 4: イ
ンスタンスのプロビジョニング (p. 129)」の一部としてオンプレミスインスタンスに適用したオン
プレミスインスタンスのタグ値です。
• ##########[] で作成したサービスロールのサービスロール ARNCodeDeploy のサービスロールの
作成 (p. 33)。(サービスロール ARN (CLI) を取得します。 (p. 39) の手順に従って、サービスロール
ARN を見つけます)。

aws deploy create-deployment-group --application-name CodeDeployGitHubDemo-App --ec2tag-filters Key=ec2-tag-key,Type=KEY_AND_VALUE,Value=ec2-tag-value --on-premises-tagfilters Key=on-premises-tag-key,Type=KEY_AND_VALUE,Value=on-premises-tag-value -deployment-group-name CodeDeployGitHubDemo-DepGrp --service-role-arn service-role-arn

Note
-デプロイメントグループの作成コマンドは、デプロイおよびインスタンス内の指定されたイ
ベントについて、トピックサブスクライバーに Amazon SNS 通知を送信するトリガーの作成
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をサポートします。このコマンドは、Amazon CloudWatch アラームのモニタリングしきい値
が満たされたときにデプロイを自動的にロールバックし、デプロイを停止するアラームを設
定するオプションもサポートします。このチュートリアルでは、これらのアクションコマン
ドは含まれていません。

ステップ 6: アプリケーションをインスタンスにデプ
ロイする
このステップでは、CodeDeploy コンソールを使用するかAWS CLIをクリックして、サンプルリビジョン
を GitHub リポジトリからインスタンスにデプロイします。

リビジョンをデプロイするには (コンソール)
1.

[デプロイグループの詳細] ページで、[デプロイの作成] を選択します。

2.

[デプロイグループ] で [CodeDeployGitHubDemo-DepGrp] を選択します。

3.

[リビジョンタイプ] で [GitHub] を選択します。

4.

[Connect to GitHub] で、次のいずれかを実行します。
• GitHub アカウントに対する CodeDeploy アプリケーションの接続を作成するには、ウェブブラ
ウザの別のタブで GitHub からサインアウトします。[GitHub アカウント] に、この接続を識別す
る名前を入力し、[GitHub に接続] を選択します。という名前のアプリケーションの CodeDeploy
が GitHub と対話することをに許可するよう求めるメッセージがウェブページに表示されま
す。CodeDeployGitHubDemo-App。ステップ 5 に進みます。
• 作成済みの接続を使用するには、その名前を [GitHub account] で選択してから [Connect to GitHub]
を選択します。ステップ 7 に進みます。
• 別の GitHub アカウントへの接続を作成するには、ウェブブラウザの別のタブで GitHub からサイン
アウトします。[Connect to a different GitHub account] を選択し、[Connect to GitHub] を選択しま
す。ステップ 5 に進みます。

5.

[Sign in] ページの手順に従って、GitHub アカウントにサインインします。

6.

[Authorize application] ページで、[Authorize application] を選択します。

7.

CodeDeployデプロイの作成の「ページ」リポジトリ名で、サインインに使用した GitHub ユーザー名
を入力し、その後にスラッシュ (/)、アプリケーションリビジョンをプッシュしたリポジトリの名前が
続きます (たとえば、my-github-user-name/CodeDeployGitHubDemo).
入力する値が不確実な場合、または異なるリポジトリを指定する場合:
a.

ウェブブラウザの別のタブで、GitHub dashboard にアクセスします。

b.

[Your repositories] で、ターゲットリポジトリの名前の上にマウスを置きます。GitHub ユーザー
または組織の名前、スラッシュ (/)、リポジトリの名前の順序でツールヒントが表示されます。こ
の値を [Repository name (リポジトリ名)] に入力します。

Note
[Your repositories (自分のリポジトリ)] にターゲットリポジトリの名前が表示されない場
合は、[Search GitHub (GitHub の検索)] ボックスを使用して、ターゲットリポジトリと
GitHub ユーザーまたは組織の名前を検索します。
8.

[Commit ID (コミット ID)] ボックスに、アプリケーションリビジョンの GitHub へのプッシュに関連付
けられているコミットの ID を入力します。
入力する値が不確実な場合:
a.

ウェブブラウザの別のタブで、GitHub dashboard にアクセスします。
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9.

b.

Eclipseリポジトリーで、コードデプロイGitHubDemo。

c.

コミットのリストで、アプリケーションリビジョンの GitHub へのプッシュに関連付けられてい
るコミット ID を検索してコピーします。通常、この ID は 40 文字で、文字と数字の両方で構成
されます (コミット ID の短いバージョンを使用しないでください。通常は、長いバージョンの最
初の 10 文字です)。

d.

[Commit ID] ボックスにコミット ID を貼り付けます。

[Deploy] を選択して、次のステップに進みます。

リビジョンをデプロイするには (CLI)
いずれかを呼ぶ前にAWS CLIGitHub と対話するコマンド (create-deploymentコマンド。次に呼び出すコマ
ンドを)、GitHub ユーザーアカウントを使用して GitHub を操作するための CodeDeploy アクセス権限をに
付与する必要があります。CodeDeployGitHubDemo-Appアプリケーションをデプロイします。現在、こ
の操作を行うには CodeDeploy コンソールを使用する必要があります。
1.

にサインインします。AWS Management ConsoleCodeDeploy、https://console.aws.amazon.com/
codedeploy。

Note
で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使用してサインインしま
す。CodeDeploy の開始方法 (p. 33)。
2.

ナビゲーションペインで、[] を展開します。デプロイ[] の順に選択します。アプリケーション。

3.

選択CodeDeploy GitHubDemo。

4.

[デプロイ] タブで、[デプロイの作成] を選択します。

Note
新しいデプロイは作成されません。これは現在、GitHub ユーザーアカウントに代わって
GitHub を操作するための CodeDeploy アクセス権限をに付与する唯一の方法です。
5.

送信元デプロイグループで、CodeDeployGitHubDemo-dep。

6.

[リビジョンタイプ] で [GitHub] を選択します。

7.

[Connect to GitHub] で、次のいずれかを実行します。
• GitHub アカウントに対する CodeDeploy アプリケーションの接続を作成するには、ウェブブラ
ウザの別のタブで GitHub からサインアウトします。[GitHub account] に、この接続を識別する
名前を入力し、[Connect to GitHub] を選択します。という名前のアプリケーションの GitHub を
操作するための CodeDeploy をに許可するよう求めるメッセージがウェブページに表示されま
す。CodeDeployGitHubDemo-App。ステップ 8 に進みます。
• 作成済みの接続を使用するには、その名前を [GitHub account] で選択してから [Connect to GitHub]
を選択します。ステップ 10 に進みます。
• 別の GitHub アカウントへの接続を作成するには、ウェブブラウザの別のタブで GitHub からサイン
アウトします。[Connect to a different GitHub account] を選択し、[Connect to GitHub] を選択しま
す。ステップ 8 に進みます。

8.

[Sign in] ページの手順に従って、GitHub のユーザー名、または E メールとパスワードでサインインし
ます。

9.

[Authorize application] ページで、[Authorize application] を選択します。

10. CodeDeployデプロイの作成[] ページで、キャンセル。
11. create-deployment コマンドを呼び出して、リビジョンを GitHub リポジトリからインスタンスにデプ
ロイします。
• repository は、GitHub アカウント名です。スラッシュ (/)、リポジトリの名前が後に続きます
(CodeDeployGitHubDemo)。例: MyGitHubUserName/CodeDeployGitHubDemo。
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使用する値が不確実な場合、または異なるリポジトリを指定する場合:
1.
2.

ウェブブラウザの別のタブで、GitHub dashboard にアクセスします。
[Your repositories] で、ターゲットリポジトリの名前の上にマウスを置きます。GitHub ユー
ザーまたは組織の名前、スラッシュ (/)、リポジトリの名前の順序でツールヒントが表示されま
す。これが使用する値です。

Note
[Your repositories] にターゲットリポジトリの名前が表示されない場合、[Search
GitHub] ボックスを使用して、ターゲットリポジトリと、対応する GitHub ユーザーま
たは組織の名前を検索します。
• commit-id は、リポジトリにプッシュしたアプリケーションリビジョンのバージョンに関連付け
られているコミットです (例: f835159a...528eb76f)。
使用する値が不確実な場合:
1.

ウェブブラウザの別のタブで、GitHub dashboard にアクセスします。

2.

Eclipseリポジトリーで、コードデプロイGitHubDemo。

3.

コミットのリストで、アプリケーションリビジョンの GitHub へのプッシュに関連付けられて
いるコミット ID を検索します。通常、この ID は 40 文字で、文字と数字の両方で構成されま
す (コミット ID の短いバージョンを使用しないでください。通常は、長いバージョンの最初の
10 文字です)。この値を使用します。

ローカル Linux、macOS、Unix マシンを使用している場合
aws deploy create-deployment \
--application-name CodeDeployGitHubDemo-App \
--deployment-config-name CodeDeployDefault.OneAtATime \
--deployment-group-name CodeDeployGitHubDemo-DepGrp \
--description "My GitHub deployment demo" \
--github-location repository=repository,commitId=commit-id

ローカル Windows マシンを使用している場合
aws deploy create-deployment --application-name CodeDeployGitHubDemo-App -deployment-config-name CodeDeployDefault.OneAtATime --deployment-group-name
CodeDeployGitHubDemo-DepGrp --description "My GitHub deployment demo" --githublocation repository=repository,commitId=commit-id

ステップ 7: デプロイの監視と検証
このステップでは、CodeDeploy コンソールを使用するかAWS CLIをクリックして、デプロイメントの成
功を確認します。作成または設定したインスタンスにデプロイしたウェブページを表示するには、ウェブ
ブラウザを使用します。

Note
Ubuntu Server インスタンスにデプロイする場合、独自のテスト戦略を使用して、デプロイされ
たリビジョンがインスタンスで予期したとおりに機能するかどうかを確認し、次のステップに進
みます。

デプロイをモニタリングおよび確認するには (コンソール)
1.

ナビゲーションペインで、[] を展開します。デプロイ[] の順に選択します。デプロイ。
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2.

デプロイのリストで、[] の行を探します。アプリケーションのvalueCodeDeploy GitHubDemoとデプ
ロイグループのvalueCodeDeployGitHubDemo-dep。もし成功またはFailedに表示されません。ステー
タス列で、更新ボタンは定期的に選択します。

3.

もしFailedに表示されます。ステータス[] で、インスタンスの詳細の表示 (コンソール) (p. 255)デプ
ロイのトラブルシューティングを行います。

4.

もし成功に表示されます。ステータス[] 列で、ウェブブラウザでデプロイを確認できます。このサン
プルリビジョンでは、インスタンスに単一のウェブページをデプロイします。Amazon EC2 インス
タンスにデプロイする場合は、ウェブブラウザで、http://public-dnsは、インスタンスです (な
ど)http://ec2-01-234-567-890.compute-1.amazonaws.com).

5.

ウェブページを表示できれば成功です。AWS CodeDeploy を使用して GitHub からリビジョンが正し
くデプロイされました。これで、「ステップ 8: クリーンアップ (p. 134)」に進むことができます。

デプロイをモニタリングおよび確認するには (CLI)
1.

list-deployments コマンドを呼び出して、CodeDeployGitHubDemo-App という名前のアプリケー
ションと CodeDeployGitHubDemo-DepGrp という名前のデプロイグループのデプロイ ID を取得し
ます。
aws deploy list-deployments --application-name CodeDeployGitHubDemo-App --deploymentgroup-name CodeDeployGitHubDemo-DepGrp --query "deployments" --output text

2.

get-deployment コマンドを呼び出して、list-deployments コマンドからの出力にデプロイメントの ID
を指定します。
aws deploy get-deployment --deployment-id deployment-id --query "deploymentInfo.
[status, creator]" --output text

3.

[Failed] が返されたら、インスタンスの詳細の表示 (コンソール) (p. 255) の指示に従って、デプロイ
のトラブルシューティングを行います。

4.

[Succeeded] が返されたら、ウェブブラウザでデプロイを確認できます。このサンプルリビジョン
は、インスタンスにデプロイされた単一のウェブページです。Amazon EC2 インスタンスにデプロイ
する場合、このページをウェブブラウザで表示するには、http://public-dnsAmazon EC2 インス
タンスの場合 (たとえば、http://ec2-01-234-567-890.compute-1.amazonaws.com).

5.

ウェブページを表示できれば成功です。AWS CodeDeploy を使用して GitHub リポジトリから正常に
デプロイされました。

ステップ 8: クリーンアップ
このチュートリアルで使用したリソースに対する追加料金を防ぐため、Amazon EC2 インスタンスと
関連リソースを終了する必要があります。必要に応じて、このチュートリアルに関連付けられている
CodeDeploy デプロイコンポーネントレコードを削除できます。このチュートリアル専用に GitHub リポジ
トリを使用した場合は、今すぐ削除することもできます。

を削除するにはAWS CloudFormationスタック（AWS
CloudFormationAmazon EC2 インスタンスを作成するテンプ
レート)
1.

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

2.

[スタック] 列で、CodeDeploySampleStack で始まるスタックを選択します。

3.

[Delete] (削除) を選択します。
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4.

プロンプトが表示されたら、[スタックの削除] を選択します。Amazon EC2 インスタンスおよび関連
付けられた IAM インスタンスプロファイルとサービスロールが削除されます。

手動で登録を解除およびオンプレミスインスタンスをクリーン
アップするには (オンプレミスインスタンスをプロビジョニング
した場合)
1.

を使用するAWS CLIを呼び出します。登録解除でここに表されるオンプレミスインスタンスに対する
コマンド###########および関連付けられたリージョンは#####:
aws deploy deregister --instance-name your-instance-name --no-delete-iam-user -region your-region

2.

オンプレミスインスタンスから、アンインストールコマンド:
aws deploy uninstall

Amazon EC2 インスタンスを手動で終了するには (手動で
Amazon EC2 インスタンスを起動した場合)
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon EC2 コンソール (https://
console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Instances] の下にある [Instances] を選択します。

3.

終了する Amazon EC2 インスタンスの横にあるボックスをオンにします。[Actions] メニューで
[Instance State] をポイントし、[Terminate] を選択します。

4.

プロンプトが表示されたら、[Yes, Terminate] を選択します。

CodeDeploy デプロイコンポーネントレコードを削除するには
1.

にサインインします。AWS Management ConsoleCodeDeploy、https://console.aws.amazon.com/
codedeploy。

Note
で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使用してサインインしま
す。CodeDeploy の開始方法 (p. 33)。
2.

ナビゲーションペインで、[] を展開します。デプロイ[] の順に選択します。アプリケーション。

3.

選択CodeDeploy GitHubDemo。

4.

[アプリケーションの削除] を選択します。

5.

確認を求めるメッセージが表示されたら、「Delete」と入力し、[削除] を選択します。

GitHub リポジトリを削除するには
「」を参照してください。リポジトリの削除にGitHub ヘルプ。

API バージョン 2014-10-06
135

AWS CodeDeploy ユーザーガイド
チュートリアル: Amazon ECS サービスをデプロイする

チュートリアル: Amazon ECS サービスをデプロイ
する
このチュートリアルでは、Amazon ECS アプリケーションをデプロイする方法について説明します。作成
済みの Amazon ECS アプリケーションから開始します。最初のステップは、タスク定義ファイルを新しい
タグで変更してアプリケーションを更新することです。次に、CodeDeploy を使用して更新をデプロイし
ます。デプロイ中、CodeDeploy は更新を新しい置き換えタスクセットにインストールします。次に、本
稼働トラフィックは、元のタスクセットにあるAmazon ECS Service の元のバージョンから、置き換えタ
スクセットの更新されたバージョンに移行します。
Amazon ECS デプロイ中、CodeDeploy は 2 つのターゲットグループと 1 つの本稼働トラフィックリス
ナーで構成されたロードバランサーを使用します。次の図は、デプロイの前に、ロードバランサー、本稼
働リスナー、ターゲットグループ、Amazon ECS アプリケーションがどのように関連しているかを示して
います。このチュートリアルでは、Application Load Balancer を使用します。Network Load Balancer を使
用することもできます。

デプロイが成功すると、本稼働トラフィックリスナーは新しい置き換えタスクセットにトラフィックを
提供し、元のタスクセットは終了します。次の図は、デプロイが成功した後にリソースがどのように関
連しているかを示しています。詳細については、「Amazon ECS デプロイ中の処理で起こっているこ
と (p. 21)」を参照してください。
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の使用方法については、AWS CLIAmazon ECS サービスをデプロイするには、「」を参照してく
ださい。チュートリアル: Blue/Green デプロイを使用するサービスの作成。CodePipeline を使用し
て、CodeDeploy を使用して、Amazon ECS サービスへの変更を検出し、自動的にデプロイする方法につ
いては、「」を参照してください。チュートリアル: Amazon ECR ソース、ECS-CodeDeploy 間のデプロ
イでパイプラインを作成する。
このチュートリアルを完了したら、作成済みの CodeDeploy アプリケーションとデプロイグループを使用
して、でデプロイ検証テストを追加できます。チュートリアル: 検証テストを使用して Amazon ECS サー
ビスをデプロイする (p. 143)。
トピック
• 前提条件 (p. 137)
• ステップ 1: Amazon ECS アプリケーションを更新する (p. 138)
• ステップ 2: AppSpec ファイルを作成する (p. 138)
• ステップ 3: CodeDeploy コンソールを使用して Amazon ECS サービスをデプロイする (p. 139)
• ステップ 4: クリーンアップ (p. 142)

前提条件
このチュートリアルを完了するには、まず以下を行う必要があります。
• 「CodeDeploy の開始方法 (p. 33)」のステップ 2 と 3 を完了します。
• 2 つのターゲットグループと 1 つのリスナーを設定したApplication Load Balancer を作成します。コン
ソールを使用してロードバランサーを作成する方法については、「ロードバランサー、ターゲットグ
ループ、リスナーをセットアップする CodeDeploy Amazon ECS デプロイ (p. 291)」を参照してくだ
さい。を使用してロードバランサーを作成する方法については、AWS CLI「」を参照してください。ス
テップ 1: Application Load Balancer の作成のAmazon Elastic Container Service ユーザー。ロードバラ
ンサーを作成するときは、このチュートリアルで以下の点に注意してください。
• ロードバランサーの名前。
• ターゲットグループの名前。
• ロードバランサーのリスナーが使用するポート。
• Amazon ECS クラスターとサービスを作成する 詳細については、の手順 2、3、および 4 を参照してく
ださい。チュートリアル: Blue/Green デプロイを使用するサービスの作成のAmazon Elastic Container
Service ユーザー。このチュートリアルでは、以下の点に注意してください。
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• Amazon ECS クラスターの名前。
• Amazon ECS サービスによって使用されるタスク定義の ARN。
• Amazon ECS サービスによって使用されるコンテナの名前。
• AppSpec ファイル用の Amazon S3 バケットを作成します。

ステップ 1: Amazon ECS アプリケーションを更新す
る
このセクションでは、タスク定義の新しいリビジョンで Amazon ECS アプリケーションを更新します。
更新されたリビジョンは、新しいキーとタグのペアを追加します。Eclipse ステップ 3: CodeDeploy コン
ソールを使用して Amazon ECS サービスをデプロイする (p. 139)では、Amazon ECS アプリケーション
の更新バージョンをデプロイします。

タスク定義を更新するには
1.

Amazon ECS コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Task Definitions] を選択します。

3.

Amazon ECS サービスによって使用されるタスク定義のチェックボックスをオンにします。

4.

[Create new revision (新しいリビジョンを作成)] を選択します。

5.

このチュートリアルでは、タグを追加してタスク定義を少し更新します。ページの下部にある [タグ]
で、新しいキーと値のペアを入力して新しいタグを作成します。

6.

[Create] (作成) を選択します。タスク定義のリビジョン番号が 1 ずつ増加していることがわかりま
す。

7.

[JSON]タブを選択します。この情報は次のステップで必要なため、以下の点に注意してください。
• taskDefinitionArn の値。形式は arn:aws:ecs:aws-region:account-id:taskdefinition/task-definition-family:task-definition-revision です。これは、更新
されたタスク定義の ARN です。
• containerDefinitions 要素の、name の値。これはコンテナの名前です。
• portMappings 要素の、containerPort の値。これはコンテナのポートです。

ステップ 2: AppSpec ファイルを作成する
このセクションでは、AppSpec ファイルを作成し、「」で作成した Amazon S3 バケットにアップロード
します。前提条件 (p. 137)セクションに追加します。Amazon ECS デプロイの AppSpec ファイルは、
タスク定義、コンテナ名、コンテナポートを指定します。詳細については、「 AppSpec Amazon ECS デ
プロイのファイル例 (p. 427)」および「 AppSpec Amazon ECS デプロイ用の「resources」セクション
(p. 407)」を参照してください。

AppSpec ファイルを作成するには
1.

YAML を使用して AppSpec ファイルを作成する場合は、という名前のファイルを作成しま
す。appspec.yml。JSON を使用して AppSpec ファイルを作成する場合は、という名前のファイル
を作成します。appspec.json。

2.

AppSpec ファイルに YAML または JSON を使用するかどうかに応じて、適切なタブを選択し、その
コンテンツを、先ほど作成済みの AppSpec ファイルにコピーします。TaskDefinition プロパティ
には、「 ステップ 1: Amazon ECS アプリケーションを更新する (p. 138)」セクションで書き留めた
タスク定義 ARN を使用します。
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JSON AppSpec
{

"version": 0.0,
"Resources": [
{
"TargetService": {
"Type": "AWS::ECS::Service",
"Properties": {
"TaskDefinition": "arn:aws:ecs:aws-region-id:aws-account-id:taskdefinition/ecs-demo-task-definition:revision-number",
"LoadBalancerInfo": {
"ContainerName": "your-container-name",
"ContainerPort": your-container-port
}
}
}
}
]
}

YAML AppSpec
version: 0.0
Resources:
- TargetService:
Type: AWS::ECS::Service
Properties:
TaskDefinition: "arn:aws:ecs:aws-region-id:aws-account-id:taskdefinition/ecs-demo-task-definition:revision-number"
LoadBalancerInfo:
ContainerName: "your-container-name"
ContainerPort: your-container-port

Note
置き換えタスクセットは、元のタスクセットからサブネット、セキュリティグループ、プ
ラットフォームバージョン、割り当てられたパブリック IP 値を継承します。AppSpec ファ
イルでオプションのプロパティを設定することで、置き換えタスクセットのこれらの値を上
書きできます。詳細については、「 AppSpec Amazon ECS デプロイ用の「resources」セク
ション (p. 407)」および「 AppSpec Amazon ECS デプロイのファイル例 (p. 427)」を参
照してください。
3.

このチュートリアルの前提条件として作成済みの S3 バケットに AppSpec ファイルをアップロードし
ます。

ステップ 3: CodeDeploy コンソールを使用して
Amazon ECS サービスをデプロイする
このセクションでは、CodeDeploy アプリケーションとデプロイグループを作成して、更新した Amazon
ECS アプリケーションをデプロイします。デプロイ中、CodeDeploy は、Amazon ECS アプリケーション
の本稼働トラフィックを、新しい置き換えタスクセットの新しいバージョンに移行します。このステップ
を完了するには、以下の項目が必要です。
• Amazon ECS クラスター名。
• Amazon ECS サービス名。
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• Application Load Balancer の名前
• 本稼働リスナーポート。
• ターゲットグループ名。
• 作成した S3 バケットの名前。

CodeDeploy でアプリケーションを作成する。
1.

にサインインします。AWS Management Console次に、CodeDeploy コンソールを開きます。https://
console.aws.amazon.com/codedeploy/。

2.

[Create application] を選択します。

3.

[アプリケーション名] に、「ecs-demo-codedeploy-app」と入力します。

4.

[コンピューティングプラットフォーム] で [Amazon ECS] を選択します。

5.

[Create application] を選択します。

次に、CodeDeploy デプロイ グループを作成します。
1.

アプリケーションのページの [デプロイグループ] タブで、[デプロイグループの作成] を選択します。

2.

[Deployment group name] (デプロイグループ名) に「ecs-demo-dg」と入力します。

3.

サービスロール で、CodeDeployに Amazon ECS へのアクセスを許可するサービスロールを選択
します。詳細については、「AWS CodeDeploy のためのアイデンティティおよびアクセス管理
(p. 370)」を参照してください。

4.

環境設定 で、Amazon ECS クラスターの名前とサービス名を選択します。

5.

ロードバランサー から、Amazon ECS サービスにトラフィックを提供するロードバランサーの名前を
選択します。

6.

送信元本稼働リスナーポートAmazon ECS サービスへの本稼働トラフィックを提供するリスナーの
ポートとプロトコルを選択します（たとえば、HTTP: 80). このチュートリアルにはオプションのテス
トリスナーが含まれていないため、[Test listener port (リスナーポートをテスト)]からポートを選択し
ないでください。

7.

[Target group 1 name (ターゲットグループ 1 の名前)] および [Target group 2 name (ターゲットグ
ループ 2 の名前)] から、デプロイ時にトラフィックをルーティングする 2 つの異なるターゲットグ
ループを選択します。これらが、ロードバランサー用に作成したターゲットグループであることを確
認します。どちらがターゲットグループ 1 に使用され、どちらがターゲットグループ 2 に使用される
かは関係ありません。

8.

[Reroute traffic immediately (すぐにトラフィックを再ルーティングする)]を選択します。

9.

[Original revision termination (元のリビジョンの終了)] で、0 日、0 時間、5 分を選択します。これに
より、デフォルトの（1 時間）を使用するよりも迅速にデプロイが完了したことがわかります。
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10. [Create deployment group] (デプロイグループの作成) を選択します。

Amazon ECS アプリケーションをデプロイするには
1.

デプロイグループのコンソールページで、[デプロイの作成] を選択します。

2.

[デプロイグループ] で、[ecs-demo-dg] を選択します。

3.

[Revision type (リビジョンのタイプ)] の横の [My application is stored in GitHub (GitHub に保存されて
いるアプリケーション)] を選択します。[リビジョンの場所] に、S3 バケットの名前を入力します。

4.

[リビジョンファイルタイプ] で、必要に応じて[.json] または [.yaml] を選択します。

5.

（オプション）[デプロイの説明] に、デプロイの説明を入力します。

6.

[Create deployment] を選択します。

7.

[Deployment status (デプロイのステータス)] で、デプロイをモニタリングできます。本稼働トラ
フィックの 100% が置き換えタスクセットにルーティングされた後、5 分の待機時間が期限切れにな
る前に、元のタスクセットを終了するをクリックして、元のタスクセットをすぐに終了できます。
[Terminate original task set (元のタスクセットの終了)] を選択しない場合、指定した 5 分の待機時間が
経過すると元のタスクセットが終了します。

ステップ 4: クリーンアップ
次のチュートリアルでは、チュートリアル: 検証テストを使用して Amazon ECS サービスをデプロイす
る (p. 143)は、このチュートリアルを基盤として構築されており、作成済みの CodeDeploy アプリケー
ションとデプロイグループを使用します。そのチュートリアルのステップを実行する場合は、このステッ
プをスキップし、作成したリソースを削除しないでください。

Note
あなたのAWSアカウントには、作成済みの CodeDeploy リソースに対する料金は発生しません。
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これらのステップのリソース名は、このチュートリアルで提案されている名前です（たとえば、ecsdemo-codedeploy-appCodeDeploy アプリケーションの名前を指定します。別の名前を使用した場合
は、クリーンアップ時にそれらを使用してください。
1.

[デプロイグループの削除]コマンドを使用して、CodeDeploy デプロイグループを削除します。
aws deploy delete-deployment-group --application-name ecs-demo-codedeploy-app -deployment-group-name ecs-demo-dg --region aws-region-id

2.

[アプリケーションの削除]コマンドを使用して、 CodeDeploy アプリケーションを削除します。
aws deploy delete-application --application-name ecs-demo-codedeploy-app --region awsregion-id

チュートリアル: 検証テストを使用して Amazon
ECS サービスをデプロイする
このチュートリアルでは、Lambda 関数を使用して、更新された Amazon ECS アプリケーションのデプロ
イの一部を検証する方法について学びます。このチュートリアルでは、 CodeDeploy 使用したアプリケー
ション、 CodeDeploy デプロイグループ、および Amazon ECS アプリケーションを使用しますチュートリ
アル: Amazon ECS サービスをデプロイする (p. 136)。そのチュートリアルを完了してからこのチュート
リアルを開始してください。
検証テストを追加するには、最初に Lambda 関数でテストを実装します。次に、 AppSpec デプロイファ
イルで、テストしたいライフサイクルフックのために Lambda 関数を指定します。検証テストが失敗した
場合、デプロイは停止し、ロールバックされて、失敗とマークされます。テストが成功すると、デプロイ
は次のデプロイライフサイクルイベントまたはフックに進みます。
検証テストテストテストテストテストテストテストテストテストを使用した Amazon ECS デプロイ中、2
つのターゲットグループ (1 つのターゲットグループ) CodeDeploy を使用します。次の図表は、デプロイ
の前に、ロードバランサー、本稼働およびテストリスナー、ターゲットグループ、および Amazon ECS ア
プリケーションがどのように関連しているかを示しています。このチュートリアルでは、Application Load
Balancer を使用します。Network Load Balancer を使用することもできます。

Amazon ECS デプロイ中、テスト用の 5 つのライフサイクルフックがあります。このチュートリアル
では、3 番目のライフサイクルデプロイフック、AfterAllowTestTraffic 中に 1 つのテストを実
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装します。詳細については、「Amazon ECS のデプロイ向けのライフサイクルイベントフックのリス
ト (p. 414)」を参照してください。デプロイが成功すると、本稼働トラフィックリスナーは新しい置き換
えタスクセットにトラフィックを提供し、元のタスクセットは終了します。次の図は、デプロイが成功し
た後にリソースがどのように関連しているかを示しています。詳細については、「Amazon ECS デプロイ
中の処理で起こっていること (p. 21)」を参照してください。

Note
このチュートリアルを完了すると、AWS アカウントに料金が発生する可能性があります。こ
れには、 CodeDeployAWS Lambda、およびに対して発生する可能性のある料金が含まれま
す CloudWatch。詳細については、「AWS CodeDeploy価格、価格、Amazon AWS Lambda
CloudWatch 価格設定」を参照してください。
トピック
• 前提条件 (p. 144)
• ステップ 1: テストリスナーを作成する (p. 145)
• ステップ 2: Amazon ECS アプリケーションを更新する (p. 145)
• ステップ 3: ライフサイクルフック Lambda 関数を作成する (p. 145)
• ステップ 4: AppSpec ファイルを更新する (p. 147)
• ステップ 5: CodeDeploy コンソールを使用して Amazon ECS サービスをデプロイする (p. 148)
• ステップ 6: Lambda CloudWatch フック関数の出力を表示する (p. 150)
• ステップ 7: クリーンアップ (p. 150)

前提条件
このチュートリアルを正常に完了するには、まず以下を行う必要があります。
• 前提条件 (p. 137) にある チュートリアル: Amazon ECS サービスをデプロイする (p. 136) の前提条
件を完了します。
• チュートリアル: Amazon ECS サービスをデプロイする (p. 136) のステップを完了します。以下を書
き留めます。
• ロードバランサーの名前。
• ターゲットグループの名前。
• ロードバランサーのリスナーが使用するポート。
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• ロードバランサーの ARN。これを使用して新しいリスナーを作成します。
• いずれかのターゲットグループの ARN。これを使用して新しいリスナーを作成します。
• CodeDeploy 作成するアプリケーションとデプロイグループ。
• AppSpec 作成したファイルで、 CodeDeploy デプロイで使用されます。このチュートリアルでは、こ
のファイルを編集します。

ステップ 1: テストリスナーを作成する
検証テストを使用する Amazon ECS デプロイには、2 番目のリスナーが必要です。このリスナーは、置き
換えタスクセット中の更新された Amazon ECS アプリケーションにテストトラフィックを提供するために
使用されます。検証テストは、テストトラフィックに対して実行されます。
テストトラフィックのリスナーは、いずれのターゲットグループも使用できます。create-listener AWS
CLI コマンドを使用して、テストトラフィックをポート 8080 に転送するデフォルトのルールがある 2 番
目のリスナーを作成します。ロードバランサーの ARN といずれかのターゲットグループの ARN を使用し
ます。
aws elbv2 create-listener --load-balancer-arn your-load-balancer-arn \
--protocol HTTP --port 8080 \
--default-actions Type=forward,TargetGroupArn=your-target-group-arn --region your-awsregion

ステップ 2: Amazon ECS アプリケーションを更新す
る
このセクションでは、タスク定義の新しいリビジョンを使用するために Amazon ECS アプリケーションを
更新します。新しいリビジョンを作成し、タグを追加することでマイナー更新を追加します。

タスク定義を更新するには
1.

Amazon ECS コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[タスク定義] を選択します。

3.

Amazon ECS サービスで使用されるタスク定義のチェックボックスを選択します。

4.

[Create new revision (新しいリビジョンを作成)] を選択します。

5.

タグを追加して、タスク定義を少し更新します。ページの下部にある [タグ] で、新しいキーと値のペ
アを入力して新しいタグを作成します。

6.

[作成] を選択します。タスク定義のリビジョン番号が 1 増えたことがわかります。

7.

[JSON] タブを選択します。[taskDefinitionArn] の値を書き留めておきます。形式は
arn:aws:ecs:aws-region: account-id:task-definition/task-definition-family:
task-definition-revision です。これは、更新されたタスク定義の ARN です。

ステップ 3: ライフサイクルフック Lambda 関数を作
成する
このセクションでは、Amazon ECS デプロイの AfterAllowTestTraffic のフック用に 1 つの Lambda
関数を実装します。Lambda 関数は、更新された Amazon ECS アプリケーションがインストールさ
れる前に検証テストを実行します。このチュートリアルでは、Lambda 関数は Succeeded を返しま
す。実際のデプロイ中、検証テストの結果に応じて、検証テストは Succeeded または Failed を
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返します。また、実際のデプロイ中に、他の Amazon ECS デプロイライフサイクルイベントフック
(BeforeInstall、AfterInstall、BeforeAllowTraffic、および AfterAllowTraffic) に 1 つ以
上の Lambda テスト関数を実装することもできます。詳細については、「Amazon ECS のデプロイ向けの
ライフサイクルイベントフックのリスト (p. 414)」を参照してください。
Lambda 関数を作成するには、IAM ロールが必要です。ロールは、 CloudWatch Logs に書き込む Lambda
関数を許可し、 CodeDeploy ライフサイクルフックのステータスを設定します。

IAM ロールを作成するには
1.

IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインから [ロール] を選択し、[ロールの作成] を選択します。

3.

次のプロパティでロールを作成します。
• 信頼されたエンティティ]: AWS Lambda。
• 権限:AWSLambdaBasicExecutionRole。これにより、 CloudWatch Logs にLambda 込むアクセス許
可が付与されます。
• ロール名]: lambda-cli-hook-role。
詳細については、「AWS Lambda 実行ロールの作成」を参照してください。

4.

作成したロールにアクセス許可 codedeploy:PutLifecycleEventHookExecutionStatus をア
タッチします。これにより、 CodeDeploy デプロイ中にライフサイクルフックのステータスを設定す
る Lambda 関数の許可が付与されます。詳細については、AWS Identity and Access Managementユー
ザーガイドとCodeDeploy API リファレンスの「IAM ID PutLifecycleEventHookExecutionStatus権限
の追加」を参照してください。

AfterAllowTestTraffic のフック Lambda 関数を作成するには
1.

次の内容で、AfterAllowTestTraffic.js という名前のファイルを作成します。
'use strict';
const AWS = require('aws-sdk');
const codedeploy = new AWS.CodeDeploy({apiVersion: '2014-10-06'});
exports.handler = (event, context, callback) => {
console.log("Entering AfterAllowTestTraffic hook.");
// Read the DeploymentId and LifecycleEventHookExecutionId from the event payload
var deploymentId = event.DeploymentId;
var lifecycleEventHookExecutionId = event.LifecycleEventHookExecutionId;
var validationTestResult = "Failed";
// Perform AfterAllowTestTraffic validation tests here. Set the test result
// to "Succeeded" for this tutorial.
console.log("This is where AfterAllowTestTraffic validation tests happen.")
validationTestResult = "Succeeded";
// Complete the AfterAllowTestTraffic hook by sending CodeDeploy the validation
status
var params = {
deploymentId: deploymentId,
lifecycleEventHookExecutionId: lifecycleEventHookExecutionId,
status: validationTestResult // status can be 'Succeeded' or 'Failed'
};
// Pass CodeDeploy the prepared validation test results.
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codedeploy.putLifecycleEventHookExecutionStatus(params, function(err, data) {
if (err) {
// Validation failed.
console.log('AfterAllowTestTraffic validation tests failed');
console.log(err, err.stack);
callback("CodeDeploy Status update failed");
} else {
// Validation succeeded.
console.log("AfterAllowTestTraffic validation tests succeeded");
callback(null, "AfterAllowTestTraffic validation tests succeeded");
}
});
}

2.

Lambda デプロイパッケージを作成する
zip AfterAllowTestTraffic.zip AfterAllowTestTraffic.js

3.

create-function のコマンドを使用して、AfterAllowTestTraffic のフックのために Lambda
関数を作成します。
aws lambda create-function --function-name AfterAllowTestTraffic \
--zip-file fileb://AfterAllowTestTraffic.zip \
--handler AfterAllowTestTraffic.handler \
--runtime nodejs10.x \
--role arn:aws:iam::aws-account-id:role/lambda-cli-hook-role

4.

create-function のレスポンスにある Lambda 関数の ARN を書き留めます。この ARN は、
CodeDeploy AppSpec 次のステップでデプロイファイルを更新するときに使用します。

ステップ 4: AppSpec ファイルを更新する
このセクションでは、 AppSpec Hooksファイルをセクションを使用して更新します。Hooks のセクショ
ンで、AfterAllowTestTraffic のライフサイクルフックのための Lambda 関数を指定します。

AppSpec ファイルを更新するには
1.

AppSpec ステップ 2: AppSpec ファイルを作成する (p. 138)で作成したファイルを開きますチュー
トリアル: Amazon ECS サービスをデプロイする (p. 136)。

2.

TaskDefinition プロパティを、「 ステップ 2: Amazon ECS アプリケーションを更新す
る (p. 145)」でメモしたタスク定義 ARN で更新します。

3.

Hooksセクションをコピーし、 AppSpec ファイルファイルに追加します。ARN を
AfterAllowTestTraffic でメモした Lambda 関数の ARN を用いて ステップ 3: ライフサイクル
フック Lambda 関数を作成する (p. 145) の後の ARN を更新します。
JSON AppSpec
{

"version": 0.0,
"Resources": [
{
"TargetService": {
"Type": "AWS::ECS::Service",
"Properties": {
"TaskDefinition": "arn:aws:ecs:aws-region-id:aws-account-id::taskdefinition/ecs-demo-task-definition:revision-number",
"LoadBalancerInfo": {
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}

}

}

}

"ContainerName": "sample-website",
"ContainerPort": 80

],
"Hooks": [
{
"AfterAllowTestTraffic": "arn:aws:lambda:aws-region-id:aws-accountid:function:AfterAllowTestTraffic"
}
]
}

YAML AppSpec
version: 0.0
Resources:
- TargetService:
Type: AWS::ECS::Service
Properties:
TaskDefinition: "arn:aws:ecs:aws-region-id:aws-account-id::taskdefinition/ecs-demo-task-definition:revision-number"
LoadBalancerInfo:
ContainerName: "sample-website"
ContainerPort: 80
Hooks:
- AfterAllowTestTraffic: "arn:aws:lambda:aws-region-id:aws-accountid:function:AfterAllowTestTraffic"

4.

AppSpec ファイルを保存し、S3 バケットにアップロードします。

ステップ 5: CodeDeploy コンソールを使用して
Amazon ECS サービスをデプロイする
このセクションでは、テストリスナーのポートを指定して、デプロイグループを更新します。これ
は、「 ステップ 1: テストリスナーを作成する (p. 145)」で作成したリスナーです。デプロイ中、
CodeDeploy は、テストリスナーを使用して置き換えタスクセットに提供されるテストトラフィックを使
用して、AfterAllowTestTraffic デプロイライフサイクルフックの間に検証テストを実行します。検
証テストによって結果 Succeeded が返されるため、デプロイは次のデプロイライフサイクルイベントに
進みます。実際のシナリオでは、テスト関数は Succeeded または Failed を返します。

デプロイグループにテストリスナーを追加するには
1.

にサインインしてAWS Management Console、https://console.aws.amazon.com/codedeploy/
CodeDeploy でコンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[アプリケーション] を選択します。

3.

「チュートリアル: Amazon ECS サービスをデプロイする (p. 136)」で作成したアプリケーションを
選択します。推奨された名前を使用した場合は ecs-demo-codedeploy-app です。

4.

[デプロイグループ] で、先ほど チュートリアル: Amazon ECS サービスをデプロイする (p. 136) で
作成したデプロイグループを選択します。推奨された名前を使用した場合は ecs-demo-dg です。

5.

[編集] を選択します。

6.

[Test listener port (テストリスナーポート)] から、このチュートリアルで前に作成したテストリスナー
のポートとプロトコルを選択します。これは [HTTP:8080] である必要があります。

7.

[Save changes] (変更の保存) をクリックします。
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Amazon ECS アプリケーションをデプロイするには
1.

デプロイグループのコンソールページで、[デプロイの作成] を選択します。

2.

[デプロイグループ] で、を選択しますecs-demo-dg。

3.

[Revision type (リビジョンのタイプ)] の横の [My application is stored in Amazon S3 (Amazon S3 に保
存されているアプリケーション)] を選択します。リビジョンの場所に、S3 AppSpec バケットとファ
イルの名前 (たとえばs3://my-s3-bucket/appspec.json) を入力します。

4.

[リビジョンファイルの種類] で、必要に応じて [.json] または [.yaml] を選択します。

5.

(オプション)[デプロイの説明] に、デプロイの説明を入力します。

6.

[Create deployment] を選択します。

[Deployment status (デプロイのステータス)] で、デプロイをモニタリングできます。本稼働トラフィッ
クの 100% が置き換えタスクセットにルーティングされた後、[Terminate original task set (元のタスク
セットの終了)] を選択して元のタスクセットをすぐに終了できます。[Terminate original task set (元のタス
クセットの終了)] を選択しない場合、元のタスクセットはデプロイグループの作成時に指定した期間後に
終了します。
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ステップ 6: Lambda CloudWatch フック関数の出力を
表示する
CodeDeploy デプロイが成功すると、Lambda フック関数の検証テストも成功します。これを確認するに
は、Logs CloudWatch にあるフック関数のログを確認します。
1.
2.

https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ CloudWatch でコンソールを開きます。
ナビゲーションペインで、[Logs (ログ)] を選択します。 AppSpec ファイルで指定した Lambda フッ
ク関数の新しいロググループが 1 つ表示されます。

3.

新しいロググループを選択します。これは /aws/lambda/ でなければなりません
AfterAllowTestTrafficHook。

4.

ログストリームを選択します。複数のログストリームが表示された場合は、[最後のイベント時間] で
最新の日付と時刻のログストリームを選択します。

5.

ログストリームイベントを展開し、Lambda フック関数がログに成功メッセージを書き込んだことを
確認します。以下は、 AfterAllowTraffic の Lambda フック関数が成功したことを示します。

ステップ 7: クリーンアップ
このチュートリアルが終了したら、使用していないリソースに対する料金が発生しないように、チュート
リアルに関連付けられたリソースをクリーンアップします。このステップのリソース名は、このチュート
リアルで提案されている名前です (ecs-demo-codedeploy-app例えば、 CodeDeploy アプリケーション
の名前のために)。別の名前を使用した場合は、クリーンアップでそれらを使用してください。

チュートリアルリソースをクリーンアップするには
1.

delete-deployment-group CodeDeploy コマンドを使用してデプロイグループを削除します。
aws deploy delete-deployment-group --application-name ecs-demo-deployment-group -deployment-group-name ecs-demo-dg --region aws-region-id
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2.

[アプリケーションの削除] コマンドを使用して、 CodeDeploy アプリケーションを削除します。
aws deploy delete-application --application-name ecs-demo-deployment-group -region aws-region-id

3.

delete-function コマンドを使用して、Lambda フック関数を削除します。
aws lambda delete-function --function-name AfterAllowTestTraffic

4.

delete-log-group CloudWatch コマンドを使用してロググループを削除します。
aws logs delete-log-group --log-group-name /aws/lambda/AfterAllowTestTraffic

チュートリアル:アップデートされた Lambda
CodeDeploy 関数とAWSのサーバーレスアプリケー
ションモデルをデプロイします。
AWS の SAM は、サーバーレスアプリケーションを構築するためのオープンソースのフレームワー
クです。AWS SAM のテンプレート内の YAML 構文を AWS CloudFormation の構文に変換して拡張
し、Lambda 関数などのサーバーレスアプリケーションを構築します。詳細については、「AWS サーバー
レスアプリケーションモデルとは何ですか。」 を参照してください。
このチュートリアルでは、AWS の SAM を使用して、以下を実行するソリューションを作成します。
• Lambda 関数を作成します。
• CodeDeploy アプリケーションとデプロイグループを作成します。
• CodeDeployライフサイクルフック中にデプロイの検証テストを実行する 2 つの Lambda 関数を作成し
ます。
• Lambda 関数がいつ更新されたかを検出します。Lambda 関数の更新により、デプロイがトリガーされ
ます。これにより、 CodeDeploy 本稼働トラフィックが Lambda 関数の元のバージョンから更新された
バージョンに段階的に移行されます。

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。これには CodeDeploy、Amazon CloudWatch、およびで発生する可能性のある請求が
含まれますAWS Lambda。詳細については、「CodeDeploy 価格」、「Amazon CloudWatch 価格
設定」、「AWS Lambda価格」を参照してください。
トピック
• 前提条件 (p. 152)
• ステップ 1: インフラストラクチャをセットアップする (p. 152)
• ステップ 2: Lambda 関数を更新します (p. 162)
• ステップ 3: 更新された Lambda 関数をデプロイします。 (p. 164)
• ステップ 4: デプロイの結果を表示する (p. 166)
• ステップ 5：クリーンアップ (p. 168)
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前提条件
このチュートリアルを完了するには、まず以下を行う必要があります。
• CodeDeploy の開始方法 (p. 33) のステップを完了します。
• AWS Serverless Application Model CLI をインストールします。詳細については、AWS SAM CLI のイン
ストール を参照してください。
• S3 バケットを作成します。AWSSAM は、AWS SAM template 中で参照されたアーティファクトをこの
バケットにアップロードします。

ステップ 1: インフラストラクチャをセットアップす
る
このトピックでは、AWS SAM を使用して AWS SAM のテンプレートと Lambda 関数のファイルを作成す
る方法を示します。次に、AWS SAM package コマンドと deploy コマンドを使用して、インフラスト
ラクチャにコンポーネントを生成します。インフラストラクチャの準備ができたら、 CodeDeploy アプリ
ケーションとデプロイグループ、更新およびデプロイする Lambda 関数、Lambda 関数をデプロイすると
きに実行される検証テストを含む 2 つの Lambda 関数があります。完了したら、AWS CloudFormation を
使用して、コンポーネント、Lambda コンソールまたは Lambda 関数をテストする AWS CLI を表示でき
ます。
トピック
• ファイルを作成する (p. 152)
• AWS SAM アプリケーションをパッケージ化する (p. 160)
• AWS の SAM アプリケーションをデプロイします (p. 160)
• (オプション) インフラストラクチャの検査とテスト (p. 161)

ファイルを作成する
インフラストラクチャを作成するには、次のファイルを作成する必要があります。
• template.yml
• myDateTimeFunction.js
• beforeAllowTraffic.js
• afterAllowTraffic.js
トピック
• AWS の SAM テンプレートを作成します (p. 152)
• Lambda 関数のファイルを作成します (p. 155)
• BeforeAllowTraffic Lambda 関数のファイルを作成します (p. 157)
• AfterAllowTraffic Lambda 関数のファイルを作成します (p. 158)

AWS の SAM テンプレートを作成します
インフラストラクチャ内のコンポーネントを指定する AWS の SAM のテンプレートファイルを作成しま
す。
API バージョン 2014-10-06
152

AWS CodeDeploy ユーザーガイド
ステップ 1: インフラストラクチャをセットアップする

AWS の SAM テンプレートを作成するには
1.

SAM-Tutorial という名前のディレクトリを作成します。

2.

SAM-Tutorial ディレクトリに template.yml という名前のファイルを作成します。

3.

次の YAML コードを template.yml にコピーします。これが使用する AWS SAM テンプレートで
す。
AWSTemplateFormatVersion : '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: A sample SAM template for deploying Lambda functions.
Resources:
# Details about the myDateTimeFunction Lambda function
myDateTimeFunction:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
Handler: myDateTimeFunction.handler
Runtime: nodejs18.x
# Instructs your myDateTimeFunction is published to an alias named "live".
AutoPublishAlias: live
# Grants this function permission to call lambda:InvokeFunction
Policies:
- Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: "Allow"
Action:
- "lambda:InvokeFunction"
Resource: '*'
DeploymentPreference:
# Specifies the deployment configuration
Type: Linear10PercentEvery1Minute
# Specifies Lambda functions for deployment lifecycle hooks
Hooks:
PreTraffic: !Ref beforeAllowTraffic
PostTraffic: !Ref afterAllowTraffic
# Specifies the BeforeAllowTraffic lifecycle hook Lambda function
beforeAllowTraffic:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
Handler: beforeAllowTraffic.handler
Policies:
- Version: "2012-10-17"
# Grants this function permission to call
codedeploy:PutLifecycleEventHookExecutionStatus
Statement:
- Effect: "Allow"
Action:
- "codedeploy:PutLifecycleEventHookExecutionStatus"
Resource:
!Sub 'arn:aws:codedeploy:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:deploymentgroup:${ServerlessDeploymentApplication}/*'
- Version: "2012-10-17"
# Grants this function permission to call lambda:InvokeFunction
Statement:
- Effect: "Allow"
Action:
- "lambda:InvokeFunction"
Resource: !Ref myDateTimeFunction.Version
Runtime: nodejs18.x
# Specifies the name of the Lambda hook function
FunctionName: 'CodeDeployHook_beforeAllowTraffic'
DeploymentPreference:
Enabled: false
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Timeout: 5
Environment:
Variables:
NewVersion: !Ref myDateTimeFunction.Version
# Specifies the AfterAllowTraffic lifecycle hook Lambda function
afterAllowTraffic:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
Handler: afterAllowTraffic.handler
Policies:
- Version: "2012-10-17"
Statement:
# Grants this function permission to call
codedeploy:PutLifecycleEventHookExecutionStatus
- Effect: "Allow"
Action:
- "codedeploy:PutLifecycleEventHookExecutionStatus"
Resource:
!Sub 'arn:aws:codedeploy:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:deploymentgroup:${ServerlessDeploymentApplication}/*'
- Version: "2012-10-17"
Statement:
# Grants this function permission to call lambda:InvokeFunction
- Effect: "Allow"
Action:
- "lambda:InvokeFunction"
Resource: !Ref myDateTimeFunction.Version
Runtime: nodejs18.x
# Specifies the name of the Lambda hook function
FunctionName: 'CodeDeployHook_afterAllowTraffic'
DeploymentPreference:
Enabled: false
Timeout: 5
Environment:
Variables:
NewVersion: !Ref myDateTimeFunction.Version

このテンプレートは以下を指定します。詳細については、AWS SAM template concepts (テンプレートの
概念) を参照してください。
myDateTimeFunction と呼ばれるLambda 関数
この Lambda 関数が発行されると、テンプレート中の AutoPublishAlias の行は、それを live
という名前のエイリアスにリンクします。このチュートリアルの後半では、この関数の更新によ
り、AWS CodeDeploy によるデプロイがトリガーされます。これにより、本稼働トラフィックが元の
バージョンから更新されたバージョンに段階的に移行されます。
2 つの Lambda デプロイ検証関数
次の Lambda 関数は、 CodeDeploy ライフサイクルフック中に実行されます。関数には、更新さ
れた myDateTimeFunction のデプロイを検証するコードが含まれています。検証テストの結果
は、PutLifecycleEventHookExecutionStatus API メソッドを使用して CodeDeploy に渡され
ます。検証テストが失敗すると、デプロイは失敗し、ロールバックされます。
• CodeDeployHook_beforeAllowTraffic は、BeforeAllowTraffic フック中に実行します。
• CodeDeployHook_afterAllowTraffic は、AfterAllowTraffic フック中に実行します。
両方の関数の名前は CodeDeployHook_ で始まります。CodeDeployRoleForLambda の
ロールは、このプレフィックスで始まる名前の Lambda 関数でのみ、Lambda の invoke
のメソッドへの呼び出しを許可します。詳細については、『CodeDeploy API リファレン
ス』PutLifecycleEventHookExecutionStatusの「」AppSpec 用の「hoks」セクションAWSLambda デ
プロイ (p. 418) と「」を参照してください。
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更新された Lambda 関数の自動検出
AutoPublishAlias 条件は、myDateTimeFunction 関数が変更されたときに検出し、live エイリ
アスを使用してデプロイするようにフレームワークに指示します。
デプロイ設定
デプロイ設定により、 CodeDeployアプリケーションがLambda 関数の元のバージョンから新しい
バージョンにトラフィックを移行するレートが決まります。このテンプレートは、事前定義されたデ
プロイ設定 Linear10PercentEvery1Minute を指定します。

Note
AWS の SAM のテンプレートでカスタムデプロイ設定を指定することはできません。詳細に
ついては、「Create a Deployment Configuration (p. 265)」を参照してください。
デプロイライフサイクルフック関数
Hooks セクションでは、ライフサイクルイベントフック中に実行する関数を指
定します。PreTraffic は、PostTraffic フック中に実行する関数を指定しま
す。BeforeAllowTraffic は、フック中に AfterAllowTraffic が実行する関数を指定します。
Lambda が別の Lambda 関数を呼び出すための許可
指定された lambda:InvokeFunction のアクセス許可は、Lambda 関数を呼び出すた
めに AWS のSAM アプリケーション許可によって使用されるロールに付与します。これ
は、CodeDeployHook_beforeAllowTraffic および CodeDeployHook_afterAllowTraffic
の関数が、検証テスト中に、デプロイされた Lambda 関数を呼び出す場合に必要です。

Lambda 関数のファイルを作成します
このチュートリアルの後半で更新してデプロイする関数のファイルを作成します。

Note
Lambda 関数は、AWS Lambda でサポートされている任意のランタイムを使用できます。詳細に
ついては、「AWS Lambda ランタイム」を参照してください。

Lambda 関数を作成するには
1.

テキストファイルを作成し、myDateTimeFunction.js という名前で SAM-Tutorial ディレクト
リに保存します。

2.

次の Node.js コードを myDateTimeFunction.js にコピーします。
'use strict';
exports.handler = function(event, context, callback) {
if (event.body) {
event = JSON.parse(event.body);
}
var sc; // Status code
var result = ""; // Response payload
switch(event.option) {
case "date":
switch(event.period) {
case "yesterday":
result = setDateResult("yesterday");
sc = 200;
break;
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case "today":
result = setDateResult();
sc = 200;
break;
case "tomorrow":
result = setDateResult("tomorrow");
sc = 200;
break;
default:
result = {
"error": "Must specify 'yesterday', 'today', or 'tomorrow'."
};
sc = 400;
break;

}
break;
/*

Later in this tutorial, you update this function by uncommenting
this section. The framework created by AWS SAM detects the update
and triggers a deployment by CodeDeploy. The deployment shifts
production traffic to the updated version of this function.
case "time":
var d = new Date();
var h = d.getHours();
var mi = d.getMinutes();
var s = d.getSeconds();

*/

}

result = {
"hour": h,
"minute": mi,
"second": s
};
sc = 200;
break;
default:
result = {
"error": "Must specify 'date' or 'time'."
};
sc = 400;
break;

const response = {
statusCode: sc,
headers: { "Content-type": "application/json" },
body: JSON.stringify( result )
};
callback(null, response);
function setDateResult(option) {
var
var
var
var

d = new Date(); // Today
mo; // Month
da; // Day
y; // Year

switch(option) {
case "yesterday":
d.setDate(d.getDate() - 1);
break;
case "tomorrow":
d.setDate(d.getDate() + 1);
default:
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}

break;

mo = d.getMonth() + 1; // Months are zero offset (0-11)
da = d.getDate();
y = d.getFullYear();
result = {
"month": mo,
"day": da,
"year": y
};
}
};

return result;

Lambda 関数は、昨日、今日、または明日に対して年月日を返します。このチュートリアルの後半では、
指定した日または時間に関する情報(年月日または現在の時、分、秒など)を返す関数を更新するコードを
コメント解除します。AWS SAM によって作成されたフレームワークは、関数の更新バージョンを検出し
てデプロイします。

Note
この Lambda 関数は、AWS Cloud9 のチュートリアルでも使用されます。AWS Cloud9 はクラウ
ドベースの統合開発環境です。AWS Cloud9 でこの関数を作成、実行、更新、およびデバッグす
る方法については、AWS Lambda の AWS Cloud9 チュートリアルを参照してください 。

BeforeAllowTraffic Lambda 関数のファイルを作成します
beforeAllowTraffic のフック Lambda 関数のファイルを作成します。
1.

テキストファイルを作成し、beforeAllowTraffic.js という名前で SAM-Tutorial ディレクト
リに保存します。

2.

次の Node.js コードを beforeAllowTraffic.js にコピーします。この関数は、デプロイの
BeforeAllowTraffic フック中に実行されます。
'use strict';
const AWS = require('aws-sdk');
const codedeploy = new AWS.CodeDeploy({apiVersion: '2014-10-06'});
var lambda = new AWS.Lambda();
exports.handler = (event, context, callback) => {
console.log("Entering PreTraffic Hook!");
// Read the DeploymentId and LifecycleEventHookExecutionId from the event payload
var deploymentId = event.DeploymentId;
var lifecycleEventHookExecutionId = event.LifecycleEventHookExecutionId;
var functionToTest = process.env.NewVersion;
console.log("BeforeAllowTraffic hook tests started");
console.log("Testing new function version: " + functionToTest);
// Create parameters to pass to the updated Lambda function that
// include the newly added "time" option. If the function did not
// update, then the "time" option is invalid and function returns
// a statusCode of 400 indicating it failed.
var lambdaParams = {
FunctionName: functionToTest,
Payload: "{\"option\": \"time\"}",
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InvocationType: "RequestResponse"
};
var lambdaResult = "Failed";
// Invoke the updated Lambda function.
lambda.invoke(lambdaParams, function(err, data) {
if (err){ // an error occurred
console.log(err, err.stack);
lambdaResult = "Failed";
}
else{ // successful response
var result = JSON.parse(data.Payload);
console.log("Result: " + JSON.stringify(result));
console.log("statusCode: " + result.statusCode);
// Check if the status code returned by the updated
// function is 400. If it is, then it failed. If
// is not, then it succeeded.
if (result.statusCode != "400"){
console.log("Validation succeeded");
lambdaResult = "Succeeded";
}
else {
console.log("Validation failed");
}
// Complete the PreTraffic Hook by sending CodeDeploy the validation status
var params = {
deploymentId: deploymentId,
lifecycleEventHookExecutionId: lifecycleEventHookExecutionId,
status: lambdaResult // status can be 'Succeeded' or 'Failed'
};
// Pass CodeDeploy the prepared validation test results.
codedeploy.putLifecycleEventHookExecutionStatus(params, function(err, data) {
if (err) {
// Validation failed.
console.log("CodeDeploy Status update failed");
console.log(err, err.stack);
callback("CodeDeploy Status update failed");
} else {
// Validation succeeded.
console.log("CodeDeploy status updated successfully");
callback(null, "CodeDeploy status updated successfully");
}
});
}
});

}

AfterAllowTraffic Lambda 関数のファイルを作成します
afterAllowTraffic のフック Lambda 関数のファイルを作成します。
1.

テキストファイルを作成し、afterAllowTraffic.js という名前で SAM-Tutorial ディレクトリ
に保存します。

2.

次の Node.js コードを afterAllowTraffic.js にコピーします。この関数は、デプロイの
AfterAllowTraffic フック中に実行されます。
'use strict';
const AWS = require('aws-sdk');
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const codedeploy = new AWS.CodeDeploy({apiVersion: '2014-10-06'});
var lambda = new AWS.Lambda();
exports.handler = (event, context, callback) => {
console.log("Entering PostTraffic Hook!");
// Read the DeploymentId and LifecycleEventHookExecutionId from the event payload
var deploymentId = event.DeploymentId;
var lifecycleEventHookExecutionId = event.LifecycleEventHookExecutionId;
var functionToTest = process.env.NewVersion;
console.log("AfterAllowTraffic hook tests started");
console.log("Testing new function version: " + functionToTest);
// Create parameters to pass to the updated Lambda function that
// include the original "date" parameter. If the function did not
// update as expected, then the "date" option might be invalid. If
// the parameter is invalid, the function returns
// a statusCode of 400 indicating it failed.
var lambdaParams = {
FunctionName: functionToTest,
Payload: "{\"option\": \"date\", \"period\": \"today\"}",
InvocationType: "RequestResponse"
};
var lambdaResult = "Failed";
// Invoke the updated Lambda function.
lambda.invoke(lambdaParams, function(err, data) {
if (err){ // an error occurred
console.log(err, err.stack);
lambdaResult = "Failed";
}
else{ // successful response
var result = JSON.parse(data.Payload);
console.log("Result: " + JSON.stringify(result));
console.log("statusCode: " + result.statusCode);
// Check if the status code returned by the updated
// function is 400. If it is, then it failed. If
// is not, then it succeeded.
if (result.statusCode != "400"){
console.log("Validation of time parameter succeeded");
lambdaResult = "Succeeded";
}
else {
console.log("Validation failed");
}
// Complete the PostTraffic Hook by sending CodeDeploy the validation status
var params = {
deploymentId: deploymentId,
lifecycleEventHookExecutionId: lifecycleEventHookExecutionId,
status: lambdaResult // status can be 'Succeeded' or 'Failed'
};
// Pass CodeDeploy the prepared validation test results.
codedeploy.putLifecycleEventHookExecutionStatus(params, function(err, data) {
if (err) {
// Validation failed.
console.log("CodeDeploy Status update failed");
console.log(err, err.stack);
callback("CodeDeploy Status update failed");
} else {
// Validation succeeded.
console.log("CodeDeploy status updated successfully");
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callback(null, "CodeDeploy status updated successfully");
}
});
}
});

}

AWS SAM アプリケーションをパッケージ化する
これで、SAM-Tutorial ディレクトリに次の 4 つのファイルがあるはずです。
• beforeAllowTraffic.js
• afterAllowTraffic.js
• myDateTimeFunction.js
• template.yml
これで、AWSsam packageのSAMコマンドを使用して Lambda CodeDeploy 関数およびアプリケーショ
ンのアーティファクトを作成し、パッケージ化する準備ができました。アーティファクトは S3 バケット
にアップロードされます。コマンドの出力は、package.yml という新しいファイルです。このファイル
は、次のステップの AWS の SAMの sam deploy のコマンドで使用されます。

Note
sam package のコマンドのさらなる詳細については、AWS SAM デベロッパーガイド の AWS
Serverless Application Model CLI command reference を参照してください。
SAM-Tutorial ディレクトリで、以下を実行します。
sam package \
--template-file template.yml \
--output-template-file package.yml \
--s3-bucket your-S3-bucket

s3-bucket のパラメータには、このチュートリアルの前提条件として作成した Amazon S3 バケットを指
定します。output-template-file は、AWS SAM sam deploy コマンドで使用される新しいファイル
の名前を指定します。

AWS の SAM アプリケーションをデプロイします
AWSSAMsam deploypackage.yml コマンドをファイルとともに使用して、を使用して Lambda 関数、
CodeDeploy アプリケーション、およびデプロイグループを作成しますAWS CloudFormation。

Note
sam deploy のコマンドのさらなる詳細については、AWS Serverless Application Model デベロッ
パーガイド の AWS SAM CLI command reference を参照してください。
SAM-Tutorial ディレクトリで、次のコマンドを実行します。
sam deploy \
--template-file package.yml \
--stack-name my-date-time-app \
--capabilities CAPABILITY_IAM
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IAM ロールの作成を --capabilities CAPABILITY_IAM に許可するには、AWS CloudFormation のパ
ラメータが必要です。

(オプション) インフラストラクチャの検査とテスト
このトピックでは、インフラストラクチャコンポーネントを表示し、Lambda 関数をテストする方法を示
します。

sam deploy の実行後にスタックの結果を表示するには
1.

AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Stacks] を選択します。my-date-time-app スタックが上部に表示され
ます。

3.

[イベント] タブを選択して、完了したイベントを確認します。スタックの作成の進行中に、イベント
を表示できます。スタックの作成が完了すると、すべてのスタック作成イベントを表示できます。

4.

スタックを選択した状態で、[リソース] を選択します。タイプ 列に、Lambda関
数、myDateTimeFunction 、CodeDeployHook_beforeAllowTraffic および
CodeDeployHook_afterAllowTraffic が表示されます。Lambda 関数の Physical ID の各列に
は、Lambda コンソールで関数を表示するためのリンクが含まれています。

Note
myDateTimeFunction の Lambda 関数の名前には AWS CloudFormation のス
タックの名前が付加され、識別子が追加されているため、my-date-time-appmyDateTimeFunction-123456ABCDEF のようになります。
5.

https://console.aws.amazon.com/codedeploy/ CodeDeploy でコンソールを開きます。

6.

ナビゲーションペインで [デプロイ] を展開し、[アプリケーション] を選択します。

7.

CodeDeploy によって作成された新しいアプリケーションが、AWS CloudFormationで始まる名前で表
示されるはずですmy-date-time-app-ServerlessDeploymentApplication。このアプリケー
ションを選択します。

8.

my-date-time-app-myDateTimeFunctionDeploymentGroup で始まる名前のデプロイグループ
が表示されます。このデプロイグループを選択します。
[デプロイ設定] に、表示されるはずですCodeDeployDefault。 LambdaLinear10PercentEvery 1 分。

(オプション) 関数をテストするには (コンソール)
1.

AWS Lambda コンソールを (https://console.aws.amazon.com/lambda/) 開きます。

2.

ナビゲーションペインで、my-date-time-app-myDateTimeFunction 関数を選択
します。コンソールでは、名前に識別子が含まれているため、my-date-time-appmyDateTimeFunction-123456ABCDEF のようになります。

3.

[Test] (テスト) を選択します。

4.

[イベント名] にテストイベントの名前を入力します。

5.

テストイベントに以下を入力し、[作成] を選択します。
{
}

6.

"option": "date",
"period": "today"

[Test] (テスト) を選択します。テストイベントのリストには、テストイベントのみが表示されます。
[実行結果] に [成功] と表示されます。
API バージョン 2014-10-06
161

AWS CodeDeploy ユーザーガイド
ステップ 2: Lambda 関数を更新します

7.

[実行結果] で、[詳細] を展開して結果を表示します。現在の年月日が表示されます。

(オプション) 関数をテストするには (AWS CLI)
1.

Lambda 関数の ARN を配置します。関数を表示しているときに、Lambda コンソールの上部に表示さ
れます。

2.

以下のコマンドを実行します。関数 ARN your-function-arnに置き換えてください。
aws lambda invoke \
--function your-function-arn \
--cli-binary-format raw-in-base64-out \
--payload "{\"option\": \"date\", \"period\": \"today\"}" out.txt

3.

out.txt を開き、結果に現在の年月日が含まれていることを確認します。

ステップ 2: Lambda 関数を更新します
このトピックでは、myDateTimeFunction.js ファイルを更新します。次のステップでは、このファイ
ルを使用して、更新された関数をデプロイします。これは、 CodeDeploy 本稼働トラフィックを Lambda
関数の現在のバージョンから更新されたバージョンに移行することによってデプロイするためにトリガー
されます。

Lambda 関数を更新するには
1.

myDateTimeFunction.js を開きます。

2.

2 つのコメントマーカー(「/*」と「*/」)および case ブロック内の time という名前の switch の
開始と終了にある説明テキストを削除します。
コメントされていないコードを使用すると、新しいパラメータ time を関数に渡すことができま
す。time を更新された関数に渡すと、現在の hour、minute、および second が返されます。

3.

myDateTimeFunction.js を保存します。次のようになります。
'use strict';
exports.handler = function(event, context, callback) {
if (event.body) {
event = JSON.parse(event.body);
}
var sc; // Status code
var result = ""; // Response payload
switch(event.option) {
case "date":
switch(event.period) {
case "yesterday":
result = setDateResult("yesterday");
sc = 200;
break;
case "today":
result = setDateResult();
sc = 200;
break;
case "tomorrow":
result = setDateResult("tomorrow");
sc = 200;
break;
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default:
result = {
"error": "Must specify 'yesterday', 'today', or 'tomorrow'."
};
sc = 400;
break;

}
break;
case "time":
var d = new Date();
var h = d.getHours();
var mi = d.getMinutes();
var s = d.getSeconds();
result = {
"hour": h,
"minute": mi,
"second": s
};
sc = 200;
break;

}

default:
result = {
"error": "Must specify 'date' or 'time'."
};
sc = 400;
break;

const response = {
statusCode: sc,
headers: { "Content-type": "application/json" },
body: JSON.stringify( result )
};
callback(null, response);
function setDateResult(option) {
var
var
var
var

d = new Date(); // Today
mo; // Month
da; // Day
y; // Year

switch(option) {
case "yesterday":
d.setDate(d.getDate() - 1);
break;
case "tomorrow":
d.setDate(d.getDate() + 1);
default:
break;
}
mo = d.getMonth() + 1; // Months are zero offset (0-11)
da = d.getDate();
y = d.getFullYear();
result = {
"month": mo,
"day": da,
"year": y
};
return result;
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}
};

ステップ 3: 更新された Lambda 関数をデプロイしま
す。
このステップでは、更新された myDateTimeFunction.js を使用して、Lambda 関数のデプロイを更新
して開始します。デプロイの進行状況は、 CodeDeploy またはAWS Lambdaのコンソールでモニタリング
できます。
AWS SAM テンプレートの AutoPublishAlias: live 行により、インフラストラクチャは live エイ
リアスを使用する関数の更新を検出します。関数を更新すると、 CodeDeploy 本稼働トラフィックを関数
の元のバージョンから更新されたバージョンに移行するデプロイがトリガーされます。
sam package と sam deploy のコマンドは、Lambda 関数のデプロイを更新およびトリガーするために使
用されます。これらのコマンドは、AWS SAM アプリケーションをパッケージ化する (p. 160) および
AWS の SAM アプリケーションをデプロイします (p. 160) で実行しました。

更新された Lambda 関数をデプロイするには
1.

SAM-Tutorial ディレクトリで、次のコマンドを実行します。
sam package \
--template-file template.yml \
--output-template-file package.yml
--s3-bucket your-S3-bucket

\

これにより、S3 バケットで更新された Lambda 関数を参照する新しいアーティファクトのセットが
作成されます。
2.

SAM-Tutorial ディレクトリで、次のコマンドを実行します。
sam deploy \
--template-file package.yml \
--stack-name my-date-time-app \
--capabilities CAPABILITY_IAM

スタック名はまだ my-date-time-app であるため、AWS CloudFormation によりこれがスタック更
新であると認識されます。更新されたスタックを表示するには、AWS CloudFormation コンソールに
戻り、ナビゲーションペインから [スタック] を選択します。

(オプション) デプロイ中にトラフィックを表示するには (CodeDeploy コンソール)
1.

https://console.aws.amazon.com/codedeploy/ CodeDeploy でコンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで、「アプリケーション」を展開し、「my-date-timeapp-」ServerlessDeploymentApplication アプリケーションを選択します。

3.

[デプロイグループ] で、アプリケーションのデプロイグループを選択します。ステータスは [進行中]
になります。

4.

[Deployment group history (デプロイグループ履歴)] で、進行中のデプロイを選択します。
[トラフィックの移行] の進行状況バーと、このページの [Original] ボックスと 置換] ボックスの割合
に、進行状況が表示されます。
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(オプション) デプロイ中にトラフィックを表示するには(Lambda コンソール)
1.

AWS Lambda コンソールを (https://console.aws.amazon.com/lambda/) 開きます。

2.

ナビゲーションペインで、my-date-time-app-myDateTimeFunction 関数を選択
します。コンソールでは、名前に識別子が含まれているため、my-date-time-appmyDateTimeFunction-123456ABCDEF のようになります。

3.

Aliases、live の順に選択します。

元の関数バージョン(バージョン 1)と更新された関数バージョン(バージョン 2)の横の重みは、この AWS
Lambda コンソールページがロードされた時点で各バージョンに提供されているトラフィック量を示しま
す。ページでは、時間が経過しても重みは更新されません。ページを 1 分に 1 回更新すると、バージョン
1 の重みは 10% 減り、バージョン 2 の重みは 10% 増加します。
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ステップ 4: デプロイの結果を表示する
このステップでは、デプロイの結果を表示します。デプロイが成功すると、更新された Lambda 関数が本
稼働トラフィックを受信することを確認できます。デプロイが失敗した場合、 CloudWatch Logs を使用
して、デプロイのライフサイクルフックの間に実行される Lambda 関数の検証テストの出力を表示できま
す。
トピック
• デプロイされた関数をテストする (p. 166)
• CloudWatch Logs でのフックイベントを表示します。 (p. 167)

デプロイされた関数をテストする
sam deploy のコマンドは、my-date-time-app-myDateTimeFunction のLambda 関数を更新します。
関数のバージョンが 2 に更新され、live エイリアスに追加されます。

Lambda コンソール中の更新を見るには
1.

AWS Lambda コンソールを (https://console.aws.amazon.com/lambda/) 開きます。

2.

ナビゲーションペインで、my-date-time-app-myDateTimeFunction 関数を選択
します。コンソールでは、名前に識別子が含まれているため、my-date-time-appmyDateTimeFunction-123456ABCDEF のようになります。

3.

[Qualifiers (修飾子)]、[エイリアス] の順に選択します。デプロイが完了した後(約 10 分)、live エイリ
アスに [バージョン: 2] と表示されます。
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4.

[関数コード] で、関数のソースコードを表示します。変更が表示されます。

5.

(オプション)ステップ 2: Lambda 関数を更新します (p. 162) のテスト手順を使用して、更新された
関数をテストできます。次のペイロードを使用して新しいテストイベントを作成し、結果に現在の
時、分、秒が含まれていることを確認します。
{
}

"option": "time"

AWS CLI を使用して更新された関数をテストするには、次のコマンドを実行し、out.txt を開い
て、結果に現在の時、分、秒が含まれていることを確認します。
aws lambda invoke --function your-function-arn --payload "{\"option\": \"time\"}"
out.txt

Note
デプロイが完了する前に AWS CLI を使用して関数をテストすると、予期しない結果を受け
取る可能性があります。これは、トラフィックの 10% CodeDeploy を毎分更新バージョンに
段階的に移行するためです。デプロイ中、一部のトラフィックは引き続き元のバージョンを
指すため、aws lambda invoke は元のバージョンを使用する場合があります。10 分後に
は、デプロイが完了し、すべてのトラフィックが関数の新しいバージョンを指し示します。

CloudWatch Logs でのフックイベントを表示します。
BeforeAllowTrafficフック中に、CodeDeployHook_beforeAllowTraffic Lambda CodeDeploy 関
数を実行します。AfterAllowTrafficフック中に、CodeDeployHook_afterAllowTraffic Lambda
CodeDeploy 関数を実行します。各関数は、新しい time パラメータを使用して関数の更新バージョンを
呼び出す検証テストを実行します。Lambda 関数の更新が成功した場合、time のオプションによるエラー
は発生せず、検証は成功します。関数が更新されなかった場合、認識されないパラメータによってエラー
が発生し、検証が失敗します。これらの検証テストはデモンストレーションのみを目的としています。デ
プロイを検証するには独自のテストを記述します。 CloudWatch Logs コンソールを使用して、検証テスト
を表示できます。

CodeDeploy フックイベントを表示するには
1.

https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ CloudWatch でコンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Logs (ログ)] を選択します。

3.

ロググループのリストから、/aws/lambda/CodeDeployHook _beforeAllowTraffic または /aws/lambda/
CodeDeployHook _ を選択しますafterAllowTraffic。

4.

ログストリームを選択します。1 つのみ表示されます。
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5.

イベントを展開して詳細を表示します。

ステップ 5：クリーンアップ
このチュートリアルで使用したリソースに対する料金が発生しないようにするには、AWS SAMのテンプ
レートによって作成されたリソースと Lambda CloudWatch 検証関数によって作成されたログを削除しま
す。

AWS CloudFormation スタックを削除するには
1.

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

2.

[スタック] 列で、my-date-time-app スタックを選択し、[削除] を選択します。
プロンプトが表示されたら、[スタックの削除] を選択します。Lambda 関数、 CodeDeployアプリケー
ションとデプロイグループ、およびによって作成された IAMAWS SAM ロールが削除されます。

3.

Logs CloudWatch でログを削除するには
1.
2.

https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ CloudWatch でコンソールを開きます。
ナビゲーションペインで、[Logs (ログ)] を選択します。

3.

ロググループのリストから、/aws/lambda/CodeDeployHook _ の横にあるボタンを選択します
beforeAllowTraffic。
[アクション] から、[ロググループを削除する] を選択し、次に [はい、削除します] を選択します。
ロググループのリストから、/aws/lambda/CodeDeployHook _ の横にあるボタンを選択します
afterAllowTraffic。

4.
5.

API バージョン 2014-10-06
168

AWS CodeDeploy ユーザーガイド
ステップ 5：クリーンアップ

6.

[アクション] から、[ロググループを削除する] を選択し、次に [はい、削除します] を選択します。
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CodeDeploy エージェントの使用
CodeDeploy エージェントは、インスタンスにインストールして設定すると、 CodeDeploy そのインスタ
ンスがデプロイで使用できるというソフトウェアパッケージです。

Important
CodeDeploy エージェントでサポートされている最小バージョンは 1.1.0 です。以前の
CodeDeploy Agent を使用すると、デプロイに失敗する可能性があります。

Note
CodeDeploy エージェントは、EC2/オンプレミスのコンピューティングプラットフォームにデプ
ロイする場合にのみ必要です。Amazon ECS または AWS Lambda コンピューティングプラット
フォームを使用するデプロイには、このエージェントは必要ありません。
エージェントがインストールされている場合、設定ファイルはインスタンスに配置されます。このファイ
ルは、エージェントの動作を指定するために使用されます。この設定ファイルでは、インスタンスとやり
取りするときに使用する AWS CodeDeploy のディレクトリパスおよびその他の設定を指定します。ファイ
ルの一部の設定オプションは変更できます。 CodeDeploy エージェント設定ファイルの使用の詳細につい
ては、「」を参照してくださいCodeDeploy エージェント設定リファレン (p. 432)。
インストール、更新、バージョンの確認のステップなど、 CodeDeploy エージェントの使用に関する詳細
については、「」を参照してください管理 CodeDeploy エージェントのオペレーション (p. 181)。
トピック
• CodeDeploy エージェントで対応するオペレーティングシステム (p. 170)
• CodeDeploy エージェントの通信プロトコルとポート (p. 171)
• CodeDeployエージェントのバージョン履歴 (p. 171)
• アプリケーションリビジョンとログファイルのクリーンアップ (p. 178)
• CodeDeploy エージェントでインストールされるファイル (p. 179)
• 管理 CodeDeploy エージェントのオペレーション (p. 181)

CodeDeploy エージェントで対応するオペレーティ
ングシステム
対応する Amazon EC2 AMI オペレーティングシステ
ム
CodeDeploy エージェントは、以下の Amazon EC2 AMI オペレーティングシステムでテスト済みです。
• Amazon Linux 2018.03.x
• Amazon Linux 2 (ARM、x86)
• Ubuntu Server 20.04 LTS、18.04 LTS、16.04 LTS、および 14.04 LTS
• Microsoft Windows Server 2019、2016、2012 R2、および 2008 R2
• Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.x、7.x
CodeDeploy エージェントは、ニーズに適応できるようオープンソースとして利用できます。他の
Amazon EC2 AMI オペレーションシステムでも使用できます。詳細については、CodeDeploy のエージェ
ントリポジトリを参照してください GitHub。
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サポートされているオンプレミスオペレーションシス
テム
CodeDeploy エージェントは次のオンプレミスオペレーティングシステムでテスト済みです。
• Ubuntu Server 20.04 LTS、18.04 LTS、16.04 LTS、および 14.04 LTS
• Microsoft Windows Server 2019、2016、2012 R2、および 2008 R2
• Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.x
CodeDeploy エージェントは、ニーズに適応できるようオープンソースとして利用できます。他のオンプ
レミスインスタンスオペレーティングシステムで使用できます。詳細については、CodeDeploy のエー
ジェントリポジトリを参照してください GitHub。

CodeDeploy エージェントの通信プロトコルとポー
ト
CodeDeploy エージェントは、ポート 443 経由で HTTPS を使用してアウトバウンドの通信をします。
CodeDeploy エージェントが EC2 インスタンスで実行されると、EC2 メタデータエンドポイントを使用
して、インスタンス関連の情報を取得します。詳細については、「インスタンスメタデータサービスの制
限」を参照してください。

CodeDeployエージェントのバージョン履歴
インスタンスでは、 CodeDeploy エージェントでサポートされているバージョンが実行されている必要が
あります。現在サポートされている最小バージョンは 1.1.0 です。それ以前のバージョンを実行している
場合、インスタンスへのデプロイが失敗する可能性があります。
次の表は、 CodeDeploy エージェントのすべてのリリースと、各バージョンに含まれている機能や機能強
化を示しています。
バージョン

リリース日

詳細

1.4.1

2021 年 12 月 6 日

修正:ロギングに関連するセキュリティの脆弱性。
機能強化:host コマンドのポーリング時のロギングを改善しまし
た。

1.4.0

2022 年 8 月 31 日

追加:Red Hat Enterprise Linux 8 Support が追加されました。
追加:Windows CodeDeploy 用エージェントでの長いファイル
パスのSupport。長いファイルパスを有効にするには、適切な
Windows レジストリキーを設定してから、エージェントを再起
動する必要があります。詳細については、「ファイルパスが長い
と、「そのようなファイルまたはディレクトリがありません」と
いうエラーが発生します (p. 456)」を参照してください。
修正:ディスクがいっぱいになったときの解凍操作に関する問題。
CodeDeploy エージェントは、ディスクがいっぱいであることを
示す unzip の終了コード 50 を検出し、部分的に解凍されたファイ
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バージョン

リリース日

詳細
ルを削除し、 CodeDeploy例外を発生させてサーバーに障害を通
知するようになりました。エラーメッセージはライフサイクルイ
ベントのエラーメッセージとして表示され、ホストレベルのデプ
ロイは停止したりタイムアウトしたりすることなく停止します。
修正:エージェントが失敗する原因となる問題。
修正:エッジケースの競合状態中にフックがタイムアウトする問
題。スクリプトのないフックも継続するようになり、障害やタイ
ムアウトが発生しなくなりました。
変更:update CodeDeploy binエージェントのディレクトリにあ
るスクリプトは、使用されなくなったため削除されました。
変更:Windows CodeDeploy サーバーのエージェントが Ruby 2.7
をバンドルするようになりました。
変更:デプロイバンドルのソース (Amazon S3 または GitHub) に応
じてフックスクリプトで使用される新しい環境変数が追加されま
した。
詳細については、「フックの環境変数の可用性 (p. 425)」を参照
してください。

Important
非推奨通知: CodeDeployエージェント1.4.0は、32ビット
版のWindows Server用のインストーラーを含む最後のリ
リースです。
廃止のお知らせ: CodeDeployエージェント 1.4.0 は
Windows Server 2008 R2 をサポートする最後のリリース
です。
削除:次の Amazon EC2 AMI CodeDeploy で
のエージェントのSupport: Amazon Linux
2014.09、2016.03、2016.09、および 2017.03。
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バージョン

リリース日

1.3.2

2021 年 5 月 6 日

詳細

Important
CodeDeploy エージェント 1.3.2 は、エージェント
を実行している Windows ホストに影響を与える
CVE-2018-1000201 に対応しています。CVEは、
CodeDeploy エージェントの依存関係である ruby-ffi を
挙げています。エージェントが Amazon EC2 Systems
Manager (SSM) とともにインストールされ、自動的に更
新するように設定されている場合、アクションは必要あ
りません。それ以外の場合は、エージェントを手動で更
新するためのアクションが必要になります。エージェン
トをアップグレードするには、「Windows CodeDeploy
サーバーでエージェントを更新する」の手順に従いま
す。
修正: CodeDeploy エージェントを Ubuntu 20.04 以降にインス
トールする際の問題。
修正: 圧縮ファイルを抽出する際に、相対パスが正しく処理されて
いないために発生する断続的な問題。
追加: Windows インスタンスの AWS PrivateLink および VPC エン
ドポイント の対応。
AppSpec 追加:以下に説明します。
• ローカルデプロイを作成する時に、 AppSpec ファイルにカス
タムファイル名を指定できるようになりました。詳細について
は、「ローカルのデプロイの作成 (p. 347)」を参照してくださ
い。
• AppSpec ファイルに.yaml拡張子をつけることができるように
なりました。
• file_exists_behaviorファイル内の新しいオプション設定
を使用して、デプロイされたファイルを上書きできるようにな
りました。 AppSpec詳細については、「AppSpec 「ファイル」
セクション (EC2/オンプレミスのデプロイのみ) (p. 403)」を
参照してください。
アップグレード:Ruby 3.0 用のAWS SDK CodeDeploy を使用する
ようになりました。

1.3.1

2020 年 12 月 22 日

1.3.0

2020 年 11 月 10 日

修正: オンプレミスのインスタンスが起動しない 1.3.0 の問題。

Important
このバージョンは非推奨です。
修正: 使用されなくなった期限切れの証明書を削除しました。
修正: AWS Systems Manager が使用するエージェントのアンイン
ストールスクリプトからプロンプトメッセージを削除し、ホスト
またはフリートを以前のバージョンのエージェントに簡単にダウ
ングレードしました。
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バージョン

リリース日

詳細

1.2.1

2020 年 9 月 23 日

変更: v2 から v3 へ AWS SDK for Ruby 依存関係をアップグレー
ドしました。
追加: IMDSv2 に対応しました。IMDsv2 http リクエストが失敗し
た場合、IMDSv1 へのサイレントフォールバックを含みます。
変更: セキュリティパッチ用に Rake と Rubyzip の依存関係を更新
しました。
修正: 空の PID ファイルが、No CodeDeploy Agent Running
のステータスを返すことを確認し、エージェントの起動時に PID
ファイルをクリーンアップします。

1.1.2

2020 年 8 月 4 日

追加: Ubuntu Server 19.10 および 20.04 に対応しました。
注意:バージョン 19.10 end-of-life は使用期限を迎えたた
め、Ubuntu および Ubuntu CodeDeploy のサポートは終了しまし
た。
追加: Linux と Ubuntu のメモリ効率を改善し、予約メモリをより
タイムリーにリリースできるようになりました。
追加: Windows Server の [サイレントクリーンクリーンアップ] と
の互換性より、エージェントが応答しなくなることがありまし
た。
追加: デプロイ時の失敗を避けるために、クリーンアップ中に空で
ないディレクトリを無視します。
追加: ロサンゼルス (LA) の AWS ローカルゾーンをサポート。
追加: AWS Local Zones の互換性を提供するため、インスタンス
メタデータから AZ を抽出します。
追加: ユーザーはサブディレクトリにアーカイブを提供できるよう
になり、ルートディレクトリに保存する必要はありません。
追加: Rubyzip でメモリリークが発生する可能性のある問題を検出
しました。Rubyzip を使用する前に、まずシステムにインストー
ルされている unzip ユーティリティの使用を試みるように、unzip
コマンドを更新しました。
追加: エージェント構成設定としての
:enable_auth_policy:。
変更: Unzip の警告が無視されるようになり、デプロイが継続され
るようになりました。
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バージョン

リリース日

詳細

1.1.0

2020 年 6 月 30 日

変更: CodeDeployエージェントのバージョニングが Ruby の標準
のバージョニング規約に従うようになりました。
追加: コマンドラインから特定のエージェントバージョンをイン
ストールできる、インストールおよび更新コマンドの新しいパラ
メータ。
削除:Linux および Ubuntu CodeDeploy 用エージェントAuto
Update を削除しました。エージェントの自動更新を設定するに
は、「 CodeDeploy CodeDeploy を使用してエージェントをイン
ストールする」を参照してくださいAWS Systems Manager。

1.0.1.1597

2018 年 11 月 15 日

Important
CodeDeploy エージェントでサポートされている最小
バージョンは 1.1.0 です。以前の CodeDeploy Agent を使
用すると、デプロイに失敗する可能性があります。
機能強化:Ubuntu 18.04 CodeDeploy を対応しました。
機能強化:Ruby 2.5 CodeDeploy をサポートします。
機能強化:FIPS CodeDeploy エンドポイントをサポートしま
す。FIPS エンドポイントの詳細については、「FIPS 140-2 の概
要」を参照してください。で使用できるエンドポイントについて
は CodeBuild、「CodeDeployリージョンとエンドポイント」を参
照してください。

1.0.1.1518

2018 年 6 月 12 日

機能強化: CodeDeploy ポールリクエストの受け入れ中にエージェ
ントを閉じたときにエラーが発生する問題が修正されました。
機能強化: CodeDeploy デプロイの進行中にエージェントを閉じら
れないようにするデプロイ追跡機能を追加しました。
機能強化: ファイルを削除する際のパフォーマンスが改善されまし
た。

1.0.1.1458

2018 年 3 月 6 日

注: このバージョンは現在サポートされていません。このバージョ
ンを使用すると、デプロイに失敗することがあります。
機能強化: より多くの信頼された機関をサポートするため、証明書
の検証を改善しました。
機能強化: BeforeInstall ライフサイクルイベントを含むデプロイ中
にローカル CLI が失敗する問題を修正しました。
機能強化: CodeDeploy エージェントを更新した時に、アクティブ
なデプロイが失敗する可能性がある問題を修正しました。

1.0.1.1352

2017 年 11 月 16 日

注: このバージョンは現在サポートされていません。このバージョ
ンを使用すると、デプロイに失敗することがあります。
機能導入: CodeDeploy エージェントがインストールされている
ローカルマシンまたはインスタンスで、EC2/オンプレミスのデプ
ロイをテストおよびデバッグする新機能が導入されました。
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バージョン

リリース日

詳細

1.0.1.1106

2017 年 5 月 16 日

注: このバージョンは現在サポートされていません。このバージョ
ンを使用すると、デプロイに失敗することがあります。
特徴: 前回の成功したデプロイのアプリケーションリビジョンの
一部ではない、デプロイ先のコンテンツを処理する新しいサポー
トを導入しました。既存のコンテンツのデプロイオプションとし
て、コンテンツの保持、コンテンツの上書き、またはデプロイの
失敗が追加されました。
機能強化: CodeDeploy エージェントがのバージョン 2.9.2AWS
SDK for Ruby (aws-sdk-core2.9.2) に対応するようになりました。

1.0.1.1095

2017 年 3 月 29 日

注: このバージョンは現在サポートされていません。このバージョ
ンを使用すると、デプロイに失敗することがあります。
機能強化:中国 (北京) CodeDeploy リージョンでエージェントに対
するサポートが導入されました。
機能強化: ライフサイクルイベントフックから呼び出されたときに
Windows Server インスタンスで Puppet が実行されるようになり
ました。
機能強化: untar オペレーションの処理が改善されました。

1.0.1.1067

2017 年 1 月 6 日

注: このバージョンは現在サポートされていません。このバージョ
ンを使用すると、デプロイに失敗することがあります。
機能強化: 多くのエラーメッセージを改訂し、デプロイの失敗に関
するより具体的な原因を含めました。
機能強化: CodeDeploy エージェントが一部のデプロイ中にデプロ
イする正しいアプリケーションリビジョンを特定できない問題を
修正しました。
機能強化: untar オペレーションの前後の pushd と popd の使用
を元に戻しました。

1.0.1.1045

2016 年 11 月 21 日

注: このバージョンは現在サポートされていません。このバージョ
ンを使用すると、デプロイに失敗することがあります。
機能強化: CodeDeploy エージェントがのバージョン 2.6.11AWS
SDK for Ruby (aws-sdk-core2.6.11) に対応するようになりまし
た。

1.0.1.1037

2016 年 10 月 19 日

注: このバージョンは現在サポートされていません。このバージョ
ンを使用すると、デプロイに失敗することがあります。
Amazon Linux、RHEL、および Ubuntu Server CodeDeploy イン
スタンス用のエージェントを更新して、以下の変更を反映しま
した。Windows Server インスタンスの場合、最新バージョンは
1.0.1.998 のままです。
機能強化: エージェントは、インスタンスにインストールされて
いる Ruby のバージョンを特定し、そのバージョンを使用して
codedeploy-agent スクリプトを呼び出すことができるように
なりました。
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1.0.1.1011.1 2016 年 8 月 17 日

注: このバージョンは現在サポートされていません。このバージョ
ンを使用すると、デプロイに失敗することがあります。
機能強化: シェルのサポートの問題により、バージョン 1.0.1.1011
で導入された変更を削除しました。このバージョンのエージェン
トは、2016 年 7 月 11 日にリリースされたバージョン 1.0.1.998
と機能的に同じものです。

1.0.1.1011

2016 年 8 月 15 日

注: このバージョンは現在サポートされていません。このバージョ
ンを使用すると、デプロイに失敗することがあります。
Amazon Linux、RHEL、および Ubuntu Server CodeDeploy イン
スタンス用のエージェントを更新して、以下の変更を反映しま
した。Windows Server インスタンスの場合、最新バージョンは
1.0.1.998 のままです。
機能導入:systemd init システムが使用されているオペレーション
システムで、Bash CodeDeploy シェルを使用してエージェントを
呼び出すサポートが追加されました。
機能強化: CodeDeploy CodeDeploy エージェントとエージェント
アップデータで Ruby 2.x のすべてのバージョンに対するサポー
トが有効になりました。 CodeDeploy 更新されたエージェント
は、Ruby 2.0 のみに依存しなくなりました。( CodeDeploy エー
ジェントインストーラの deb および rpm バージョンでは、Ruby
2.0 が引き続き必要です)。

1.0.1.998

2016 年 7 月 11 日

注: このバージョンは現在サポートされていません。このバージョ
ンを使用すると、デプロイに失敗することがあります。
機能強化:ルート CodeDeploy 以外のユーザープロファイル
でエージェントを実行する場合のサポートを修正しました。
環境変数の競合を回避するため、USER いう名前の変数は
CODEDEPLOY_USER で置き換えられました。

1.0.1.966

2016 年 6 月 16 日

注: このバージョンは現在サポートされていません。このバージョ
ンを使用すると、デプロイに失敗することがあります。
機能:root CodeDeploy 以外のユーザープロファイルでエージェン
トを実行するためのサポートを導入しました。
機能強化: デプロイグループに対して CodeDeploy エージェント
でアーカイブするアプリケーションリビジョンの数を指定するサ
ポートを修正しました。
機能強化: CodeDeploy エージェントがのバージョン 2.3AWS SDK
for Ruby (aws-sdk-core 2.3) に対応するようになりました。
機能強化: デプロイ中の UTF-8 エンコードに関する問題が修正さ
れました。
機能強化: プロセス名を確認する際の精度が向上しました。

API バージョン 2014-10-06
177

AWS CodeDeploy ユーザーガイド
アプリケーションリビジョンと
ログファイルのクリーンアップ

バージョン

リリース日

詳細

1.0.1.950

2016 年 3 月 24 日

注: このバージョンは現在サポートされていません。このバージョ
ンを使用すると、デプロイに失敗することがあります。
機能: インストールプロキシのサポートを追加しました。
機能強化:最新のバージョンがすでにインストールされている場合
は、 CodeDeploy エージェントをダウンロードしないように、イ
ンストールスクリプトを更新しました。

1.0.1.934

2016 年 2 月 11 日

注: このバージョンは現在サポートされていません。このバージョ
ンを使用すると、デプロイに失敗することがあります。
特徴: デプロイグループに対して CodeDeploy エージェントでアー
カイブするアプリケーションリビジョンの数を指定するサポート
が導入されました。

1.0.1.880

2016 年 1 月 11 日

注: このバージョンは現在サポートされていないため、デプロイに
失敗する可能性があります。
機能強化: CodeDeploy エージェントがのバージョン 2.2AWS SDK
for Ruby (aws-sdk-core 2.2) に対応するようになりました。バー
ジョン 2.1.2 は引き続きサポートされます。

1.0.1.854

2015 年 11 月 17 日

注: このバージョンは現在サポートされていません。このバージョ
ンを使用すると、デプロイに失敗することがあります。
特徴: SHA-256 ハッシュアルゴリズムのサポートが導入されまし
た。
機能: .version ファイルでバージョンの追跡サポートが導入され
ました。
特徴: 環境変数の使用を通じて、デプロイグループ ID を利用でき
るようになりました。
機能強化:Amazon CloudWatch Logs CodeDeploy を使用してエー
ジェントログを監視するためのサポートが追加されました。

関連情報については、以下を参照してください。
• CodeDeploy エージェントのバージョンの特定 (p. 183)
• のインストール CodeDeploy エージェント (p. 184)
CodeDeploy エージェントのバージョン履歴については、のリリースリポジトリを参照してください
GitHub。

アプリケーションリビジョンとログファイルのク
リーンアップ
CodeDeploy エージェントは、インスタンス上にリビジョンとログファイルをアーカイブします。
CodeDeploy エージェントは、ディスクスペースを節約するために、これらのアーティファクトをクリー
ンアップします。
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アプリケーションリビジョンのデプロイログ:エージェント設定ファイルの:max_revisions: オプション
を使用して、正の整数を入力することで、アーカイブするアプリケーションリビジョン数を指定できま
す。 CodeDeploy また、これらのリビジョンのログファイルをアーカイブします。その他すべては、
最後に成功したデプロイのログファイルを除いて削除されます。失敗したデプロイの数が、保持されて
いるバージョンの数を超えた場合でも、そのログファイルは常に保持されます。値を指定しない場合、
CodeDeploy 現在デプロイされたリビジョンに加えて 5 つの最新のリビジョンを保持します。
CodeDeploy ログ:Amazon Linux、Ubuntu Server、および RHEL インスタンスの場合、 CodeDeploy /
var/log/aws/codedeploy-agentエージェントはフォルダー下でログファイルをローテーション
します。ログファイルは、毎日 00:00:00 (インスタンス時間) にローテーションされます。ログファイ
ルは 7 日を経過した時点で削除されます。ローテーションされたログファイルの名前付けパターンは
codedeploy-agent.YYYYMMDD.log です。

CodeDeploy エージェントでインストールされる
ファイル
CodeDeploy エージェントは、インスタンスのルートディレクトリに、リビジョン、デプロイ履歴、デプ
ロイスクリプトを格納します。このディレクトリのデフォルトの名前と場所:
Amazon Linux、Ubuntu Server、および RHEL インスタンス用の '/opt/codedeploy-agent/
deployment-root'。
Windows Server インスタンス用の 'C:\ProgramData\Amazon\CodeDeploy'。
CodeDeploy エージェント設定ファイルの root_dir 設定を使用して、ディレクトリの名前と場所を設定す
ることができます。詳細については、「CodeDeploy エージェント設定リファレン (p. 432)」を参照して
ください。
次の例は、ルートディレクトリ内のファイルとディレクトリの構造を示しています。この構造は N 件のデ
プロイグループがあることを前提とし、各デプロイグループには N 件のデプロイが含まれています。
|--deployment-root/
|-- deployment group 1 ID
|
|-- deployment 1 ID
|
|
|-- Contents and logs of the deployment's revision
|
|-- deployment 2 ID
|
|
|-- Contents and logs of the deployment's revision
|
|-- deployment N ID
|
|
|-- Contents and logs of the deployment's revision
|-- deployment group 2 ID
|
|-- deployment 1 ID
|
|
|-- bundle.tar
|
|
|-- deployment-archive
|
|
|
| -- contents of the deployment's revision
|
|
|-- logs
|
|
|
| -- scripts.log
|
|-- deployment 2 ID
|
|
|-- bundle.tar
|
|
|-- deployment-archive
|
|
|
| -- contents of the deployment's revision
|
|
|-- logs
|
|
|
| -- scripts.log
|
|-- deployment N ID
|
|
|-- bundle.tar
|
|
|-- deployment-archive
|
|
|
| -- contents of the deployment's revision
|
|
|-- logs
|
|
|
| -- scripts.log
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|-- deployment group N ID
|
|-- deployment 1 ID
|
|
|-- Contents and logs of the deployment's revision
|
|-- deployment 2 ID
|
|
|-- Contents and logs of the deployment's revision
|
|-- deployment N ID
|
|
|-- Contents and logs of the deployment's revision
|-- deployment-instructions
|
|-- [deployment group 1 ID]_cleanup
|
|-- [deployment group 2 ID]_cleanup
|
|-- [deployment group N ID]_cleanup
|
|-- [deployment group 1 ID]_install.json
|
|-- [deployment group 2 ID]_install.json
|
|-- [deployment group N ID]_install.json
|
|-- [deployment group 1 ID]_last_successful_install
|
|-- [deployment group 2 ID]_last_successful_install
|
|-- [deployment group N ID]_last_successful_install
|
|-- [deployment group 1 ID]_most_recent_install
|
|-- [deployment group 2 ID]_most_recent_install
|
|-- [deployment group N ID]_most_recent_install
|-- deployment-logs
|
|-- codedeploy-agent-deployments.log

• Deployment Group ID フォルダは各デプロイグループを示しています。デプロイグループのディレク
トリ名は、その ID です (例: acde1916-9099-7caf-fd21-012345abcdef)。各デプロイグループの
ディレクトリには、そのデプロイグループで試みた各デプロイのサブディレクトリ 1 つが含まれていま
す。
batch-get-deployments コマンドを使用してデプロイグループ ID を検索できます。
• デプロイ ID フォルダはデプロイグループの各デプロイを示します。各デプロイディレクトリの名前はそ
の ID です。各フォルダには以下が含まれています。
• bundle.tar はデプロイのリビジョンのコンテンツを含む圧縮ファイルです。リビジョンを表示する場
合は、zip 圧縮解除ユーティリティを使用してください。
• deployment-archive はデプロイのリビジョンのコンテンツを含むディレクトリです。
• logs は scripts.log ファイルを含むディレクトリです。このファイルには、 AppSpec デプロイ
ファイルで指定されたスクリプトすべての出力が一覧表示されます。
デプロイのフォルダを探す際に、そのデプロイ ID またはデプロイグループ ID がわからない場合
は AWS CodeDeploy コンソールまたは AWS CLI を使用して検索できます。詳細については、
「CodeDeploy デプロイの詳細を表示する (p. 333)」を参照してください。
デプロイグループでアーカイブできるデプロイのデフォルト最大数は 5 件です。最大数に達すると、
その後のデプロイがアーカイブされ、一番古いアーカイブは削除されます。 CodeDeploy エージェ
ント設定ファイルで max_revisions 設定を使用すればデフォルトを変更できます。詳細については、
「CodeDeploy エージェント設定リファレン (p. 432)」を参照してください。

Note
アーカイブしたデプロイが使用したハードディスク容量を復元するには、max_revisions 設定を
1 や 2 といった低い数値に変更してください。次のデプロイがアーカイブ済みのデプロイを削
除するので、指定した数値と同じになります。
• deployment-instructions には各デプロイグループのテキストファイル 4 件が含まれています。
• [Deployment Group ID]-cleanup はデプロイ中に実行される各コマンドの undo バージョンを使うテ
キストファイルです。サンプルファイルの名前は acde1916-9099-7caf-fd21-012345abcdefcleanup です。
• [Deployment Group ID]-install.json は最新のデプロイ中に作成された JSON ファイルです。
これにはデプロイ中に実行するコマンドが含まれています。サンプルファイルの名前は
acde1916-9099-7caf-fd21-012345abcdef-install.json です。
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• [Deployment Group ID]_last_successfull_install は、最後に成功したデプロイのアーカイブディ
レクトリを示すテキストファイルです。これは、 CodeDeploy エージェントがデプロイアプリ
ケーションのファイルすべてをインスタンスにコピーした時に作成されたファイルです。次回
のデプロイで、ApplicationStopBeforeInstallスクリプトのどちらを実行するか決定する
ために CodeDeploy Agent を使用します。サンプルファイルの名前は acde1916-9099-7caffd21-012345abcdef_last_successfull_install です。
• [Deployment Group ID]_most_recent_install は、最新のデプロイのアーカイブディレクトリ名をリスト
にしたテキストファイルです。このファイルはデプロイ内のファイルが正常にダウンロードされた時
に作成されます。ダウンロードしたファイルが最終的な場所にコピーされると、このファイルの後に
[deployment group ID]_last_successfull_install ファイルが作成されます。サンプルファイルの名前は
acde1916-9099-7caf-fd21-012345abcdef_most_recent_install です。
• deployment-logs には次のログファイルが含まれています。
• デプロイがある日ごとに codedeploy-agent.yyyymmdd.log ファイルが作成されます。各ログファ
イルには、その日のデプロイに関する情報が含まれています。アクセス権限の問題などをデバッグ
する場合に、こうしたログファイルが役に立ちます。初期状態のログファイル名は codedeployagent.log です。翌日、デプロイの日付がファイル名に挿入されます。たとえば、今日の日付が
2018 年 1 月 3 日だとします。この場合、その日のデプロイすべてに関する情報は codedeployagent.log で見ることができます。そして翌日の 2018 年 1 月 4 日に、ログファイル名は
codedeploy-agent.20180103.log に変更されます。
• codedeploy-agent-deployments.log は、scripts.logデプロイごとにファイルの内容をコン
パイルします。scripts.log ファイルは logs サブフォルダ (各 Deployment ID フォルダ
内) にあります。このファイル内のエントリにはデプロイ ID が付いています。たとえば、"[dABCDEF123]LifecycleEvent - BeforeInstall" はデプロイ中に d-ABCDEF123 の ID を使用
して書き込みを実行します。codedeploy-agent-deployments.log最大サイズに達した場合、
CodeDeploy エージェントは古いコンテンツを削除しながら引き続き書き込みを実行します。

管理 CodeDeploy エージェントのオペレーション
このセクションの手順では、をインストール、アンインストール、再インストール、または更新する方法
について説明します CodeDeploy エージェントと検証方法 CodeDeploy エージェントが実行されていま
す。

Important
でサポートされている最小バージョン CodeDeploy エージェントは1.1.0 です。以前のものの使用
CodeDeploy エージェントにより、デプロイが失敗する可能性があります。
トピック
• の検証 CodeDeploy エージェントが実行されている (p. 181)
• CodeDeploy エージェントのバージョンの特定 (p. 183)
•
•
•
•

のインストール CodeDeploy エージェント (p. 184)
の更新 CodeDeploy エージェント (p. 194)
のアンインストール CodeDeploy エージェント (p. 199)
送信CodeDeployエージェントログのCloudWatch (p. 200)

の検証 CodeDeploy エージェントが実行されている
このセクションでは、「」のような場合に実行するコマンドについて説明します。 CodeDeploy インスタ
ンスでエージェントが実行を停止しました。
トピック
• の検証 CodeDeploy Amazon Linux または RHEL のエージェントが実行されています。 (p. 182)
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• の検証 CodeDeploy Ubuntu Server のエージェントが実行されています (p. 182)
• の検証 CodeDeploy Windows サーバー用のエージェントが実行されている (p. 182)

の検証 CodeDeploy Amazon Linux または RHEL のエージェント
が実行されています。
かどうかを確認するには CodeDeploy エージェントがインストールされて実行している場合、インスタン
スにサインインし、次のコマンドを実行します。
sudo service codedeploy-agent status

コマンドがエラーを返す場合、 CodeDeploy エージェントはインストールされていません。「のインス
トール CodeDeploy Amazon Linux または RHEL 用エージェントです。 (p. 186)」で説明されているよう
にインストールします。
そのファイルに CodeDeploy エージェントがインストールされて実行している場合、「」のようなメッ
セージが表示されます。The AWS CodeDeploy agent is running。
「 error: No AWS CodeDeploy agent running 」のようなメッセージが表示される場合は、サービ
スを起動し、次の 2 つのコマンドを一度に 1 つずつ実行します。
sudo service codedeploy-agent start
sudo service codedeploy-agent status

の検証 CodeDeploy Ubuntu Server のエージェントが実行されて
います
かどうかを確認するには CodeDeploy エージェントがインストールされていて実行していることを確認
し、インスタンスにサインインし、次のコマンドを実行します。
sudo service codedeploy-agent status

コマンドがエラーを返す場合、 CodeDeploy エージェントはインストールされていません。「のインス
トール CodeDeploy Ubuntu サーバー用のエージェント (p. 187)」で説明されているようにインストール
します。
そのファイルに CodeDeploy エージェントがインストールされて実行している場合、「」のようなメッ
セージが表示されます。The AWS CodeDeploy agent is running。
「 error: No AWS CodeDeploy agent running 」のようなメッセージが表示される場合は、サービ
スを起動し、次の 2 つのコマンドを一度に 1 つずつ実行します。
sudo service codedeploy-agent start
sudo service codedeploy-agent status

の検証 CodeDeploy Windows サーバー用のエージェントが実行
されている
かどうかを確認するには CodeDeploy エージェントがインストールされていて実行していることを確認
し、インスタンスにサインインし、次のコマンドを実行します。
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powershell.exe -Command Get-Service -Name codedeployagent

次のような出力が表示されます。

Status
Name
--------Running codedeployagent

DisplayName
----------CodeDeploy Host Agent Service

コマンドがエラーを返す場合、 CodeDeploy エージェントはインストールされていません。「のインス
トール CodeDeploy Windows サーバー用エージェントです。 (p. 189)」で説明されているようにインス
トールします。
Status で Running 以外の何かが表示される場合は、次のコマンドでサービスを開始します。
powershell.exe -Command Start-Service -Name codedeployagent

次のコマンドを使ってサービスを再起動できます。
powershell.exe -Command Restart-Service -Name codedeployagent

次のコマンドを使ってサービスを停止できます。
powershell.exe -Command Stop-Service -Name codedeployagent

CodeDeploy エージェントのバージョンの特定
のバージョンは特定できます。 CodeDeploy エージェントがインスタンスで 2 つの方法で実行されていま
す。

Important
でサポートされている最小バージョン CodeDeploy エージェントは1.1.0 です。以前のものの使用
CodeDeploy エージェントにより、デプロイが失敗する可能性があります。
まず、1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. CodeDeploy エージェント、バージョン番号は.versionインス
タンス上のファイル。次の表に、サポートされるオペレーティングシステムごとの場所とサンプルのバー
ジョン文字列を示します。
オペレーティングシステム

ファイルの場所

サンプルの agent_version 文字列

Amazon Linux および Red Hat
Enterprise Linux（RHEL）

/opt/codedeployagent/.version

OFFICIAL_1.0.1.854_rpm

Ubuntu Server

/opt/codedeployagent/.version

OFFICIAL_1.0.1.854_deb

Windows Server

C:\ProgramData\Amazon
\CodeDeploy\.version

OFFICIAL_1.0.1.854_msi

2 番目に、インスタンスでコマンドを実行して、 CodeDeploy エージェントのバージョンを確認できま
す。
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トピック
• Amazon Linux または RHEL でバージョンを確認する (p. 184)
• Ubuntu サーバーでバージョンを確認する (p. 184)
• Windows サーバーでバージョンをを確認する (p. 184)

Amazon Linux または RHEL でバージョンを確認する
インスタンスにサインインし、次のコマンドを実行します。
sudo yum info codedeploy-agent

Ubuntu サーバーでバージョンを確認する
インスタンスにサインインし、次のコマンドを実行します。
sudo dpkg -s codedeploy-agent

Windows サーバーでバージョンをを確認する
インスタンスにサインインし、次のコマンドを実行します。
sc qdescription codedeployagent

のインストール CodeDeploy エージェント
を使用するには CodeDeploy EC2 インスタンスまたはオンプレミスサーバーでは、 CodeDeploy エー
ジェントは最初にインストールする必要があります。をインストールして更新することをお勧めします
CodeDeploy 用のエージェントAWS Systems Manager、Systems Manager の詳細については、「」を参
照してください。とはAWS Systems Manager。のインストールとスケジュールされた更新を設定できま
す。 CodeDeployデプロイグループの作成時にコンソールに Systems Manager を使用してエージェントを
インストールします。
をインストールすることもできます CodeDeploy コマンドラインを使用して、S3 バケットから直接エー
ジェントを実行する。
トピック
• のインストール CodeDeploy を使用したエージェントAWS Systems Manager (p. 184)
• のインストール CodeDeploy コマンドラインを使用するエージェントです。 (p. 186)

のインストール CodeDeploy を使用したエージェントAWS
Systems Manager
以下を使用できますAWS Management ConsoleまたはAWS CLIをインストールするには CodeDeploy を
使用して Amazon EC2 インスタンスまたはオンプレミスインスタンスにエージェントをインストールしま
す。AWS Systems Manager。特定のバージョンをインストールするか、常に最新バージョンのエージェ
ントをインストールするかを選択できます。AWS Systems Manager の詳細については、「 AWS Systems
Manager とは 」を参照してください。
を使用するAWS Systems Managerをインストールおよび更新する推奨手段です。 CodeDeploy エー
ジェント。をインストールすることもできます CodeDeploy Amazon S3 バケットからのエージェントで
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す。Amazon S3 ダウンロードリンクの使用については、「 のインストール CodeDeploy コマンドライン
を使用するエージェントです。 (p. 186) 」を参照してください。
トピック
• 前提条件 (p. 185)
• CodeDeploy エージェントのインストール (p. 185)

前提条件
CodeDeploy の開始方法 (p. 33) のステップに従って、IAM アクセス許可と AWS CLI を設定します。
インストールする場合 CodeDeploy オンプレミスサーバーのエージェントが Systems Manager を使用し
ている場合は、オンプレミスサーバーを Amazon EC2 Systems Manager に登録する必要があります。詳
細については、AWS Systems Manager ユーザーガイド の ハイブリッド環境での Systems Manager の
セットアップ を参照してください。

CodeDeploy エージェントのインストール
Systems Manager を使用して Systems Manager を使用して、 CodeDeploy エージェントの場合は、に合
わせてインスタンスが適切に設定されているSystems Manager。

SSM Agent のインストールまたは更新
Amazon EC2 インスタンスでは、 CodeDeploy エージェントを使用するにはバージョン 2.3.274.0 以降の
インスタンスが実行されている必要があります。インストールする前に CodeDeploy エージェントを使用
し、SSM Agent を更新するか、インスタンスにインストールしてください (まだの場合)。
次の Amazon EC2 AMI には、SSM Agent がプリインストールされています。
• 2016 年 11 月以降に公開された Windows Server 2008-2012 R2 AMI
• Windows Server 2016 および 2019
• Amazon Linux および Amazon Linux 2
• Ubuntu Server 16.04 および 18.04
• Amazon ECS 最適化
Linux を実行しているインスタンスでの SSM Agent のインストールまたは更新については、AWS
Systems Manager ユーザーガイド の Linux インスタンスでの SSM Agent のインストールおよび設定 を参
照してください。
Windows Server を実行しているインスタンスでの SSM Agent のインストールまたは更新について
は、AWS Systems Manager ユーザーガイド の Windows インスタンスでの SSM Agent のインストールお
よび設定 を参照してください。

(オプション) Systems Manager の前提条件を確認します。
Systems Manager を使用する前に、コマンドを実行して CodeDeploy エージェント様、インスタンス
が Systems Manager の最低要件を満たしていることを確認します。詳細については、AWS Systems
Manager ユーザーガイド の「AWS Systems Manager のセットアップ」を参照してください。

のインストール CodeDeploy エージェント
SSM を使用すると、 CodeDeploy 一度か、新しいバージョンをインストールするスケジュールを設定しま
す。
をインストールするには CodeDeploy エージェント、選んでAWSCodeDeployAgentの手順に従ってパッ
ケージ化してくださいを使用してパッケージをインストールまたは更新するAWS Systems Managerディス
トリビューター。
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のインストール CodeDeploy コマンドラインを使用するエージェ
ントです。
Note
をインストールすることをお勧めします。 CodeDeploy 用のエージェントAWS Systems
Managerエージェントの更新スケジュールを設定できます。詳細については、「のインストール
CodeDeploy を使用したエージェントAWS Systems Manager (p. 184)」を参照してください。
以下のトピックに従い、をインストールおよび実行します。 CodeDeploy コマンドラインを使用してエー
ジェントです。
トピック
• のインストール CodeDeploy Amazon Linux または RHEL 用エージェントです。 (p. 186)
• のインストール CodeDeploy Ubuntu サーバー用のエージェント (p. 187)
• のインストール CodeDeploy Windows サーバー用エージェントです。 (p. 189)

のインストール CodeDeploy Amazon Linux または RHEL 用エージェントです。
インスタンスにサインインし、次のコマンドを一度に 1 つずつ実行します。コマンド sudo yum update
を最初に実行するのが、yum を使用してパッケージをインストールするときのベストプラクティスと考え
られていますが、すべてのパッケージを更新しない場合はこのコマンドをスキップできます。

Note
4 番目のコマンドで、/home/ec2-user は、Amazon Linux または RHEL Amazon EC2 インスタ
ンスのデフォルトのユーザー名を表しています。インスタンスがカスタム AMI を使用して作成さ
れた場合、AMI 所有者は別のデフォルトのユーザー名を指定している可能性があります。
sudo yum update
sudo yum install ruby
sudo yum install wget

以前のエージェントキャッシュ情報の AMI を消去するには、次のスクリプトを実行します。
#!/bin/bash
CODEDEPLOY_BIN="/opt/codedeploy-agent/bin/codedeploy-agent"
$CODEDEPLOY_BIN stop
yum erase codedeploy-agent -y
cd /home/ec2-user
wget https://bucket-name.s3.region-identifier.amazonaws.com/latest/install

bucket-nameは Amazon S3 バケットの名前です。 CodeDeploy お住まいの地域のリソースキットファイ
ル。########はお住まいの地域の識別子です。例えば、米国東部 (オハイオ) リージョンの場合は、####
# を aws-codedeploy-us-east-2 と、######## を us-east-2 と置き換えます。バケット名とリー
ジョン識別子のリストについては、「リソースキットのバケット名 (リージョン別) (p. 440)」を参照して
ください。
chmod +x ./install
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の最新バージョンをインストールするには CodeDeploy エージェント:
•

sudo ./install auto

の特定のバージョンをインストールするには CodeDeploy エージェント:
• お住まいの地域で利用可能なバージョンをリストします。
aws s3 ls s3://aws-codedeploy-region-identifier/releases/ | grep '\.rpm$'

• 以下のいずれかのバージョンをインストールします。
sudo ./install auto -v releases/codedeploy-agent-###.rpm

Note
でサポートされている最小バージョン CodeDeploy エージェントは1.1.0 です。以前のものの使
用 CodeDeploy エージェントにより、デプロイが失敗する可能性があります。
サービスが実行されているかどうか確認するには、次のコマンドを実行します。
sudo service codedeploy-agent status

そのファイルに CodeDeploy エージェントがインストールされて実行している場合、「」のようなメッ
セージが表示されます。The AWS CodeDeploy agent is running。
「 error: No AWS CodeDeploy agent running 」のようなメッセージが表示される場合は、サービ
スを起動し、次の 2 つのコマンドを一度に 1 つずつ実行します。
sudo service codedeploy-agent start

sudo service codedeploy-agent status

のインストール CodeDeploy Ubuntu サーバー用のエージェント
Note
をインストールすることをお勧めします。 CodeDeploy 用のエージェントAWS Systems
Managerエージェントの更新スケジュールを設定できます。詳細については、「のインストール
CodeDeploy を使用したエージェントAWS Systems Manager (p. 184)」を参照してください。

をインストールするには CodeDeploy Ubuntu サーバー上のエージェント
1.

インスタンスにサインインします。

2.

Ubuntu Server のバージョンに応じて、次のいずれかを実行します。
• Ubuntu Server 14.04 で、次のコマンドを次々に入力します。
sudo apt-get update

sudo apt-get install ruby2.0
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sudo apt-get install wget

• Ubuntu Server 16.04 以降では、次のコマンドを次々に入力します。
sudo apt update

sudo apt install ruby-full

sudo apt install wget

3.

次のコマンドを入力します。
cd /home/ubuntu

/home/ubuntu は、Ubuntu Server インスタンスのデフォルトのユーザー名を表しています。インス
タンスがカスタム AMI を使用して作成された場合、AMI 所有者は別のデフォルトのユーザー名を指定
している可能性があります。
4.

次のコマンドを入力します。
wget https://bucket-name.s3.region-identifier.amazonaws.com/latest/install

bucket-nameは Amazon S3 バケットの名前です。 CodeDeploy お住まいの地域のリソースキット
ファイル。########はお住まいの地域の識別子です。例えば、米国東部 (オハイオ) リージョンの場
合は、##### を aws-codedeploy-us-east-2 と、######## を us-east-2 と置き換えます。
バケット名とリージョン識別子のリストについては、「リソースキットのバケット名 (リージョン
別) (p. 440)」を参照してください。
5.

次のコマンドを入力します。
chmod +x ./install

6.

次のいずれかを実行します。
• の最新バージョンをインストールするには CodeDeploy 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.
sudo ./install auto

• の最新バージョンをインストールするには CodeDeploy Ubuntu 20.04 のエージェント:

Note
出力を一時ログファイルに書き込むことは、Ubuntu 20.04 の install スクリプトで既知
のバグに対処する際に使用する回避策です。
sudo ./install auto > /tmp/logfile

• の特定のバージョンをインストールするには CodeDeploy
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.
• お住まいの地域で利用可能なバージョンをリストします。
aws s3 ls s3://aws-codedeploy-region-identifier/releases/ | grep '\.deb$'

• 以下のいずれかのバージョンをインストールします。
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sudo ./install auto -v releases/codedeploy-agent-###.deb

Note
でサポートされている最小バージョン CodeDeploy エージェントは1.1.0 です。以前のも
のの使用 CodeDeploy エージェントにより、デプロイが失敗する可能性があります。
• の特定のバージョンをインストールするには CodeDeploy Ubuntu 20.04 のエージェント:
• お住まいの地域で利用可能なバージョンをリストします。
aws s3 ls s3://aws-codedeploy-region-identifier/releases/ | grep '\.deb$'

• 以下のいずれかのバージョンをインストールします。
sudo ./install auto -v releases/codedeploy-agent-###.deb > /tmp/logfile

Note
出力を一時ログファイルに書き込むことは、Ubuntu 20.04 の install スクリプトで既
知のバグに対処する際に使用する回避策です。

Note
でサポートされている最小バージョン CodeDeploy エージェントは1.1.0 です。以前のも
のの使用 CodeDeploy エージェントにより、デプロイが失敗する可能性があります。

サービスが実行されていることをチェックするには
1.

次のコマンドを入力します。
sudo service codedeploy-agent status

そのファイルに CodeDeploy エージェントがインストールされて実行している場合、「」のような
メッセージが表示されます。The AWS CodeDeploy agent is running。
2.

「 error: No AWS CodeDeploy agent running 」のようなメッセージが表示される場合は、
サービスを起動し、次の 2 つのコマンドを一度に 1 つずつ実行します。
sudo service codedeploy-agent start

sudo service codedeploy-agent status

のインストール CodeDeploy Windows サーバー用エージェントです。
Windows サーバーのインスタンスでは、次のいずれかの方法を使用して、 CodeDeploy エージェント:
• を使用するAWS Systems Manager(推奨)
• 一連の Windows を実行 PowerShell コマンド。
• 直接ダウンロードリンクを選択。
• Amazon S3 コピーコマンドを実行してください。
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Note
そのフォルダ CodeDeploy エージェントは is にインストールされていますC:\Program Data
\Amazon\CodeDeploy。このパスにディレクトリジャンクションまたはシンボリックリンクが
ないことを確認してください。
トピック
• 使用アイテム Systems Manager (p. 190)
• Windows の使用 PowerShell (p. 190)
• 直接接続の使用 (p. 191)
• Amazon S3 コピーコマンドの使用 (p. 192)

使用アイテム Systems Manager
「」の指示に従って、のインストール CodeDeploy を使用したエージェントAWS Systems
Manager (p. 184)をインストールするには CodeDeployエージェント。

Windows の使用 PowerShell
インスタンスにサインインし、Windows で次のコマンドを実行します。 PowerShell:
1.

インターネットからダウンロードされたすべてのスクリプトと設定ファイルが、信頼された発行元に
よって署名されていることを要求します。実行ポリシーの変更を求められた場合は「 Y 」と入力しま
す。
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

2.

AWS Tools for Windows PowerShell をロードします。
Import-Module AWSPowerShell

3.

が置された場所で、 CodeDeploy エージェントのインストールファイルがダウンロードされます。
New-Item -Path "c:\temp" -ItemType "directory" -Force

4.

AWS および Set-AWSCredential コマンドを使用した InitializeAWSDefaultConfiguration の認証情報を設定してください。詳細については、次を参照してくだ
さい。を使用するAWS資格情報のAWS用のツール PowerShell ユーザーガイド。

5.

のダウンロード CodeDeploy エージェントのインストールファイル。
CodeDeploy エージェントの最新バージョンをインストールするには:
•

powershell.exe -Command Read-S3Object -BucketName bucket-name -Key latest/codedeployagent.msi -File c:\temp\codedeploy-agent.msi

CodeDeploy エージェントの特定のバージョンをインストールするには:
•

powershell.exe -Command Read-S3Object -BucketName bucket-name -Key releases/
codedeploy-agent-###.msi -File c:\temp\codedeploy-agent.msi

bucket-nameは Amazon S3 バケットの名前です。 CodeDeploy お住まいの地域のリソースキッ
トファイル。例えば、米国東部(オハイオ)リージョンの場合、##### を aws-codedeploy-useast-2 に置き換えます。バケット名のリストについては、「リソースキットのバケット名 (リージョ
ン別) (p. 440)」を参照してください。
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6.

を実行 CodeDeploy エージェントのインストールファイル。
c:\temp\codedeploy-agent.msi /quiet /l c:\temp\host-agent-install-log.txt

サービスが実行されているかどうか確認するには、次のコマンドを実行します。
powershell.exe -Command Get-Service -Name codedeployagent

そのファイルに CodeDeploy エージェントがインストールされていて、まだ開始されていない場合
は、Get-Serviceコマンド、下ステータス、見るべきよStart...:

Status
-----Start...

Name
---codedeployagent

DisplayName
----------CodeDeploy Host Agent Service

そのファイルに CodeDeploy エージェントは既に実行されています。Get-Serviceコマンド、下ステータ
ス、見るべきよRunning:

Status
-----Running

Name
---codedeployagent

DisplayName
----------CodeDeploy Host Agent Service

直接接続の使用
Windows サーバーのインスタンスのブラウザのセキュリティ設定でアクセス許可 (たとえば、http://
*.s3.amazonaws.com）、お住まいの地域の直接リンクを使用して CodeDeploy エージェントを選択
し、インストーラーを手動で実行します。
リージョン名

ダウンロードリンク

米国東部 (オハイオ)

https://aws-codedeploy-useast-2.s3.amazonaws.com/latest/
codedeploy-agent.msi

米国東部(バージニア北部)

https://aws-codedeploy-useast-1.s3.amazonaws.com/latest/
codedeploy-agent.msi

米国西部(北カリフォルニア)

https://aws-codedeploy-uswest-1.s3.amazonaws.com/latest/
codedeploy-agent.msi

米国西部 (オレゴン)

https://aws-codedeploy-uswest-2.s3.amazonaws.com/latest/
codedeploy-agent.msi

カナダ (中部)

https://aws-codedeploy-cacentral-1.s3.amazonaws.com/latest/
codedeploy-agent.msi

欧州 (アイルランド)

https://aws-codedeploy-euwest-1.s3.amazonaws.com/latest/
codedeploy-agent.msi
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リージョン名

ダウンロードリンク

欧州 (ロンドン)

https://aws-codedeploy-euwest-2.s3.amazonaws.com/latest/
codedeploy-agent.msi

欧州 (パリ)

https://aws-codedeploy-euwest-3.s3.amazonaws.com/latest/
codedeploy-agent.msi

欧州 (フランクフルト)

https://aws-codedeploy-eucentral-1.s3.amazonaws.com/latest/
codedeploy-agent.msi

アジアパシフィック (香港)

https://aws-codedeploy-apeast-1.s3.ap-east-1.amazonaws.com/
latest/codedeploy-agent.msi

アジアパシフィック (東京)

https://aws-codedeploy-apnortheast-1.s3.amazonaws.com/latest/
codedeploy-agent.msi

アジアパシフィック (ソウル)

https://aws-codedeploy-apnortheast-2.s3.amazonaws.com/latest/
codedeploy-agent.msi

アジアパシフィック (シンガポール)

https://aws-codedeploy-apsoutheast-1.s3.amazonaws.com/latest/
codedeploy-agent.msi

アジアパシフィック (シドニー)

https://aws-codedeploy-apsoutheast-2.s3.amazonaws.com/latest/
codedeploy-agent.msi

アジアパシフィック (ムンバイ)

https://aws-codedeploy-apsouth-1.s3.amazonaws.com/latest/
codedeploy-agent.msi

南米 (サンパウロ)

https://aws-codedeploy-saeast-1.s3.amazonaws.com/latest/
codedeploy-agent.msi

Amazon S3 コピーコマンドの使用
そのファイルにAWS CLIがインスタンスにインストールされている場合は、Amazon S3 を使用できま
す。CPダウンロードするコマンド CodeDeploy エージェントを選択し、インストーラーを手動で実行しま
す。詳細については、「 Microsoft Windows で AWS Command Line Interface をインストールする 」を参
照してください。
リージョン名
米国東部 (オハイオ)

Amazon S3 コピーコマンド
aws s3 cp s3://aws-codedeploy-us-east-2/
latest/codedeploy-agent.msi codedeployagent.msi
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リージョン名

Amazon S3 コピーコマンド

米国東部(バージニア北部)

aws s3 cp s3://aws-codedeploy-us-east-1/
latest/codedeploy-agent.msi codedeployagent.msi

米国西部(北カリフォルニア)

aws s3 cp s3://aws-codedeploy-us-west-1/
latest/codedeploy-agent.msi codedeployagent.msi

米国西部 (オレゴン)

aws s3 cp s3://aws-codedeploy-us-west-2/
latest/codedeploy-agent.msi codedeployagent.msi

カナダ (中部)

aws s3 cp s3://aws-codedeploy-ca-central-1/
latest/codedeploy-agent.msi codedeployagent.msi

欧州 (アイルランド)

aws s3 cp s3://aws-codedeploy-eu-west-1/
latest/codedeploy-agent.msi codedeployagent.msi

欧州 (ロンドン)

aws s3 cp s3://aws-codedeploy-eu-west-2/
latest/codedeploy-agent.msi codedeployagent.msi

欧州 (パリ)

aws s3 cp s3://aws-codedeploy-eu-west-3/
latest/codedeploy-agent.msi codedeployagent.msi

欧州 (フランクフルト)

aws s3 cp s3://aws-codedeploy-eu-central-1/
latest/codedeploy-agent.msi codedeployagent.msi

アジアパシフィック (香港)

aws s3 cp s3://aws-codedeploy-ap-east-1/
latest/codedeploy-agent.msi codedeployagent.msi

アジアパシフィック (東京)

aws s3 cp s3://aws-codedeploy-apnortheast-1/latest/codedeploy-agent.msi
codedeploy-agent.msi

アジアパシフィック (ソウル)

aws s3 cp s3://aws-codedeploy-apnortheast-2/latest/codedeploy-agent.msi
codedeploy-agent.msi

アジアパシフィック (シンガポール)

aws s3 cp s3://aws-codedeploy-apsoutheast-1/latest/codedeploy-agent.msi
codedeploy-agent.msi
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リージョン名

Amazon S3 コピーコマンド

アジアパシフィック (シドニー)

aws s3 cp s3://aws-codedeploy-apsoutheast-2/latest/codedeploy-agent.msi
codedeploy-agent.msi

アジアパシフィック (ムンバイ)

aws s3 cp s3://aws-codedeploy-ap-south-1/
latest/codedeploy-agent.msi codedeployagent.msi

南米 (サンパウロ)

aws s3 cp s3://aws-codedeploy-sa-east-1/
latest/codedeploy-agent.msi codedeployagent.msi

の更新 CodeDeploy エージェント
の自動スケジュール更新を設定できます。 CodeDeploy サポートされているすべてのサポートされている
オペレーティングシステムでエージェントをインストールします。AWS Systems Manager。また、インス
タンスでコマンドを実行して、サポートされているすべてのオペレーティングシステムで更新を強制する
こともできます。
トピック
• の更新 CodeDeploy Amazon Linux または RHEL のエージェントです。 (p. 194)
• の更新 CodeDeploy Ubuntu サーバー上のエージェント (p. 194)
• の更新 CodeDeploy Windows サーバー上のエージェント (p. 195)

の更新 CodeDeploy Amazon Linux または RHEL のエージェント
です。
の自動スケジュール更新を設定するには CodeDeploy を使用したエージェントAWS Systems
Manager「」の手順に従いますのインストール CodeDeploy 用のエージェントAWS Systems Manager。
の更新を強制する場合は CodeDeploy エージェントを選択し、インスタンスにサインインし、次のコマン
ドを実行します。
sudo /opt/codedeploy-agent/bin/install auto

の更新 CodeDeploy Ubuntu サーバー上のエージェント
の自動スケジュール更新を設定するには CodeDeploy を使用したエージェントAWS Systems
Manager「」の手順に従いますのインストール CodeDeploy 用のエージェントAWS Systems Manager。
の更新を強制する場合は CodeDeploy エージェントを選択し、インスタンスにサインインし、次のコマン
ドを実行します。
sudo /opt/codedeploy-agent/bin/install auto
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の更新 CodeDeploy Windows サーバー上のエージェント
の自動更新を有効にできます。 CodeDeploy 用のエージェントAWS Systems Manager。Systems
Manager では、Systems Manager State Manager との関連付けを作成して、Amazon EC2 またはオンプ
レミスインスタンスの更新スケジュールを設定できます。手動で更新することもできます。 CodeDeploy
エージェントを使用して、現在のバージョンをアンインストールして新しいバージョンをインストールし
ます。
トピック
• AWS Systems Manager を使用して CodeDeploy エージェントの自動更新をセットアップす
る (p. 195)
• の更新 CodeDeploy エージェントを手動でエージェント (p. 195)
• (廃止) を更新する CodeDeploy Windows サーバーアップデータを使用してエージェントを使用す
る (p. 195)

AWS Systems Manager を使用して CodeDeploy エージェントの自動更新をセッ
トアップする
Systems Manager を設定し、自動更新を有効にするには CodeDeploy エージェントの、「」の指示に従っ
て、のインストール CodeDeploy を使用したエージェントAWS Systems Manager。

の更新 CodeDeploy エージェントを手動でエージェント
を更新するには CodeDeploy エージェントを手動でインストールするには、CLI または Systems Manager
を使用して最新バージョンをインストールできます。「 CodeDeploy エージェントをインストールする」
の手順に従います。の古いバージョンをアンインストールすることをお勧めします CodeDeploy 「」の指
示に従って、のアンインストール CodeDeployエージェント。

(廃止) を更新する CodeDeploy Windows サーバーアップデータを使用してエー
ジェントを使用する
Note
- CodeDeploy Windows サーバーのエージェントアップデータは非推奨となり、1.0.1.1597 以降
のバージョンには更新されなくりました。
の自動更新を有効にするには CodeDeploy エージェント CodeDeploy 新しいインスタンスまたは既存のイ
ンスタンスでの Windows サーバーのエージェントアップデーターです。アップデータは新しいバージョン
を定期的に確認します。新しいバージョンが検出された場合、アップデータは、最新バージョンをインス
トールする前に、インストールされている場合はエージェントの現在のバージョンをアンインストールし
ます。
アップデータが新しいバージョンが検出したときにデプロイが既に進行中の場合、デプロイは完了するま
で続行されます。更新プロセス中にデプロイの開始が試みられた場合、デプロイは失敗します。
の更新を強制する場合は CodeDeploy エージェントの、「」の指示に従って、のインストール
CodeDeploy Windows サーバー用エージェントです。 (p. 189)。
Windows サーバーのインスタンスでは、「」のようなものをダウンロードしてインストールできます。
CodeDeploy Windows を実行してエージェントをアップデーター PowerShell コマンドを使用するか、直
接ダウンロードリンクを使用するか、または Amazon S3 コピーコマンドを実行する。
トピック
• Windows の使用 PowerShell (p. 196)
• 直接接続の使用 (p. 196)
• Amazon S3 コピーコマンドの使用 (p. 197)
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Windows の使用 PowerShell
インスタンスにサインインし、Windows で次のコマンドを実行します。 PowerShell、一度に 1 つずつ:
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

実行ポリシーの変更を求められた場合は、Yだからウィンドウズ PowerShell インターネットからダウン
ロードされたすべてのスクリプトと設定ファイルが、信頼された発行元によって署名されていることを要
求します。
Import-Module AWSPowerShell

New-Item -Path "c:\temp" -ItemType "directory" -Force

powershell.exe -Command Read-S3Object -BucketName bucket-name -Key latest/codedeploy-agentupdater.msi -File c:\temp\codedeploy-agent-updater.msi

c:\temp\codedeploy-agent-updater.msi /quiet /l c:\temp\host-agent-updater-log.txt

powershell.exe -Command Get-Service -Name codedeployagent

bucket-nameは Amazon S3 バケットの名前です。 CodeDeploy お住まいの地域のリソースキットファイ
ル。例えば、米国東部(オハイオ)リージョンの場合、##### を aws-codedeploy-us-east-2 に置き換
えます。バケット名のリストについては、「リソースキットのバケット名 (リージョン別) (p. 440)」を参
照してください。
更新プロセスのエラーをトラブルシューティングする必要がある場合は、次のコマンドを入力して
CodeDeploy エージェントアップデーターのログファイル:
notepad C:\ProgramData\Amazon\CodeDeployUpdater\log\codedeploy-agent.updater.log

直接接続の使用
Windows サーバーのインスタンスのブラウザのセキュリティ設定でアクセス許可 (たとえば、 http://
*.s3.amazonaws.com ）、直接リンクを使用してダウンロードできます CodeDeploy エージェント
アップデーター。ブラウザのアドレスバーに次のように入力し、インストーラをダウンロードして手動で
実行します。
リージョン名

ダウンロードリンク

米国東部 (オハイオ)

https://aws-codedeploy-useast-2.s3.amazonaws.com/latest/
codedeploy-agent-updater.msi

米国東部(バージニア北部)

https://aws-codedeploy-useast-1.s3.amazonaws.com/latest/
codedeploy-agent-updater.msi

米国西部(北カリフォルニア)

https://aws-codedeploy-uswest-1.s3.amazonaws.com/latest/
codedeploy-agent-updater.msi
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リージョン名

ダウンロードリンク

米国西部 (オレゴン)

https://aws-codedeploy-uswest-2.s3.amazonaws.com/latest/
codedeploy-agent-updater.msi

カナダ (中部)

https://aws-codedeploy-cacentral-1.s3.amazonaws.com/latest/
codedeploy-agent-updater.msi

欧州 (アイルランド)

https://aws-codedeploy-euwest-1.s3.amazonaws.com/latest/
codedeploy-agent-updater.msi

欧州 (ロンドン)

https://aws-codedeploy-euwest-2.s3.amazonaws.com/latest/
codedeploy-agent-updater.msi

欧州 (パリ)

https://aws-codedeploy-euwest-3.s3.amazonaws.com/latest/
codedeploy-agent-updater.msi

欧州 (フランクフルト)

https://aws-codedeploy-eucentral-1.s3.amazonaws.com/latest/
codedeploy-agent-updater.msi

アジアパシフィック (香港)

https://aws-codedeploy-apeast-1.s3.amazonaws.com/latest/
codedeploy-agent-updater.msi

アジアパシフィック (東京)

https://aws-codedeploy-apnortheast-1.s3.amazonaws.com/latest/
codedeploy-agent-updater.msi

アジアパシフィック (ソウル)

https://aws-codedeploy-apnortheast-2.s3.amazonaws.com/latest/
codedeploy-agent-updater.msi

アジアパシフィック (シンガポール)

https://aws-codedeploy-apsoutheast-1.s3.amazonaws.com/latest/
codedeploy-agent-updater.msi

アジアパシフィック (シドニー)

https://aws-codedeploy-apsoutheast-2.s3.amazonaws.com/latest/
codedeploy-agent-updater.msi

アジアパシフィック (ムンバイ)

https://aws-codedeploy-apsouth-1.s3.amazonaws.com/latest/
codedeploy-agent-updater.msi

南米 (サンパウロ)

https://aws-codedeploy-saeast-1.s3.amazonaws.com/latest/
codedeploy-agent-updater.msi

Amazon S3 コピーコマンドの使用
そのファイルにAWS CLIがインスタンスにインストールされている場合は、Amazon S3 を使用できま
す。CPダウンロードするコマンド CodeDeploy エージェントアップデーターを実行してから、インストー
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ラーを手動で実行します。詳細については、「 Microsoft Windows で AWS Command Line Interface をイ
ンストールする 」を参照してください。
リージョン名
米国東部 (オハイオ)

米国東部(バージニア北部)

米国西部(北カリフォルニア)

米国西部 (オレゴン)

カナダ (中部)

欧州 (アイルランド)

欧州 (ロンドン)

欧州 (パリ)

欧州 (フランクフルト)

アジアパシフィック (香港)

アジアパシフィック (東京)

Amazon S3 コピーコマンド
aws s3 cp s3://aws-codedeploy-us-east-2/
latest/codedeploy-agent-updater.msi
codedeploy-agent-updater.msi

aws s3 cp s3://aws-codedeploy-us-east-1/
latest/codedeploy-agent-updater.msi
codedeploy-agent-updater.msi

aws s3 cp s3://aws-codedeploy-us-west-1/
latest/codedeploy-agent-updater.msi
codedeploy-agent-updater.msi

aws s3 cp s3://aws-codedeploy-us-west-2/
latest/codedeploy-agent-updater.msi
codedeploy-agent-updater.msi

aws s3 cp s3://aws-codedeploy-ca-central-1/
latest/codedeploy-agent-updater.msi
codedeploy-agent-updater.msi

aws s3 cp s3://aws-codedeploy-eu-west-1/
latest/codedeploy-agent-updater.msi
codedeploy-agent-updater.msi

aws s3 cp s3://aws-codedeploy-eu-west-2/
latest/codedeploy-agent-updater.msi
codedeploy-agent-updater.msi

aws s3 cp s3://aws-codedeploy-eu-west-3/
latest/codedeploy-agent-updater.msi
codedeploy-agent-updater.msi

aws s3 cp s3://aws-codedeploy-eu-central-1/
latest/codedeploy-agent-updater.msi
codedeploy-agent-updater.msi

aws s3 cp s3://aws-codedeploy-ap-east-1/
latest/codedeploy-agent-updater.msi
codedeploy-agent-updater.msi

aws s3 cp s3://aws-codedeploy-apnortheast-1/latest/codedeploy-agentupdater.msi codedeploy-agent-updater.msi
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リージョン名

Amazon S3 コピーコマンド

アジアパシフィック (ソウル)

aws s3 cp s3://aws-codedeploy-apnortheast-2/latest/codedeploy-agentupdater.msi codedeploy-agent-updater.msi

アジアパシフィック (シンガポール)

アジアパシフィック (シドニー)

aws s3 cp s3://aws-codedeploy-apsoutheast-1/latest/codedeploy-agentupdater.msi codedeploy-agent-updater.msi

aws s3 cp s3://aws-codedeploy-apsoutheast-2/latest/codedeploy-agentupdater.msi codedeploy-agent-updater.msi

アジアパシフィック (ムンバイ)

aws s3 cp s3://aws-codedeploy-ap-south-1/
latest/codedeploy-agent-updater.msi
codedeploy-agent-updater.msi

南米 (サンパウロ)

aws s3 cp s3://aws-codedeploy-sa-east-1/
latest/codedeploy-agent-updater.msi
codedeploy-agent-updater.msi

のアンインストール CodeDeploy エージェント
を削除できます CodeDeploy 不要になった場合や、新しいインストールを実行する場合は、インスタンス
からエージェントを使用してエージェントします。

のアンインストール CodeDeploy Amazon Linux または RHEL か
らのエージェントです。
をアンインストールするには CodeDeploy エージェントの場合、インスタンスにサインインし、次のコマ
ンドを実行します。
sudo yum erase codedeploy-agent

のアンインストール CodeDeploy Ubuntu サーバーからのエー
ジェントです。
をアンインストールするには CodeDeploy エージェントの場合、インスタンスにサインインし、次のコマ
ンドを実行します。
sudo dpkg --purge codedeploy-agent

のアンインストール CodeDeploy Windows サーバーからのエー
ジェントです。
をアンインストールするには CodeDeploy エージェントの場合、インスタンスにサインインし、次の 3 つ
のコマンドを 1 つずつ実行します。
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wmic
product where name="CodeDeploy Host Agent" call uninstall /nointeractive
exit

インスタンスにサインインし、コントロールパネル、オープンプログラムと機能、選択してくださ
いCodeDeploy ホストエージェントを選択してから、[] を選択しますアンインストール。

送信CodeDeployエージェントログのCloudWatch
送信できますCodeDeployエージェントメトリックとログデータをに記録CloudWatchを使用するユニファ
イドCloudWatchエージェントである。あるいはもっと簡単に言うとCloudWatchエージェント。
をインストールするには、次の手順を使用します。CloudWatchエージェントとで使用するように構成する
CodeDeployエージェント。

前提条件
開始する前に、以下のタスクを完了します。
• のインストールCodeDeployエージェントを起動して実行していることを確認してください。詳細につい
ては、「のインストール CodeDeploy エージェント (p. 184)」および「の検証 CodeDeploy エージェ
ントが実行されている (p. 181)」を参照してください。
• のインストールCloudWatchエージェント。詳細については、「」を参照してください。インストー
ル:CloudWatchエージェント。
• に、次のアクセス許可を追加します。CodeDeployIAM インスタンスプロファイル:
• CloudWatchLogsFullへのアクセス
• CloudWatchAgentServerポリシー
の詳細については、「」を参照してください。CodeDeployインスタンスプロファイル、「」を参照
してください。ステップ 4: Amazon EC2 インスタンスの IAM インスタンスプロファイルを作成す
る (p. 40)のCodeDeploy の開始方法 (p. 33)。

を設定するCloudWatch収集するエージェントCodeDeployログ
この設定は、CloudWatchエージェントは、ウィザードをステップ実行するか、構成ファイルを手動で作成
または編集して行います。

を設定するにはCloudWatchウィザードを使用するエージェント (Linux)
1.
2.
3.

の説明に従って、ウィザードを実行します。を実行CloudWatchエージェント設定ウィザード。
ウィザードで、尋ねられたらDo you want to monitor any log files?入る1。
[] を指定します。CodeDeployエージェントログファイル (次のとおり)。
1. を使用する場合Log file pathのパスを入力します。CodeDeployログファイル。次に例を示しま
す。/var/log/aws/codedeploy-agent/codedeploy-agent.log。
2. を使用する場合Log group nameロググループ名を入力します (例:)。codedeploy-agentlog。
3. を使用する場合Log stream nameログストリーム名を入力します (例:)。{instance_id}codedeploy-agent-log。

4.

尋ねられたらDo you want to specify any additional log files?「」と入力します。1。
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5.

[] を指定します。CodeDeployエージェント展開ログ（次のように）。
1. を使用する場合Log file pathのパスを入力します。CodeDeployデプロイメントログファイ
ル。次に例を示します。/opt/codedeploy-agent/deployment-root/deployment-logs/
codedeploy-agent-deployments.log。
2. を使用する場合Log group nameロググループ名を入力します (例:)。codedeploy-agentdeployment-log。
3. を使用する場合Log stream nameログストリーム名を入力します (例:)。{instance_id}codedeploy-agent-deployment-log。

6.

尋ねられたらDo you want to specify any additional log files?「」と入力します。1。

7.

[] を指定します。CodeDeploy次のように、エージェントアップデータログを記録します。
1. を使用する場合Log file pathのパスを入力します。CodeDeployアップデータログファイル。次
に例を示します。/tmp/codedeploy-agent.update.log。
2. を使用する場合Log group nameロググループ名を入力します (例:)。codedeploy-agentupdater-log。
3. を使用する場合Log stream nameログストリーム名を入力します (例:)。{instance_id}codedeploy-agent-updater-log。

を設定するにはCloudWatchウィザードを使用するエージェント (Windows)
1.

の説明に従って、ウィザードを実行します。を実行CloudWatchエージェント設定ウィザード。

2.

ウィザードで、尋ねられたらDo you want to monitor any customized log files?入る1。

3.

[] を指定します。CodeDeployログファイル (次のとおり)。
1. を使用する場合Log file pathパスを入力するかCodeDeployエージェントログファイル。次に
例を示します。C:\ProgramData\Amazon\CodeDeploy\log\codedeploy-agent-windowslog.txt。
2. を使用する場合Log group nameロググループ名を入力します (例:)。codedeploy-agentwindows-log。
3. を使用する場合Log stream nameログストリーム名を入力します (例:)。{instance_id}codedeploy-agent-windows-log。

4.

尋ねられたらDo you want to specify any additional log files?「」と入力します。1。

5.

[] を指定します。CodeDeployエージェント展開ログ（次のように）。
1. を使用する場合Log file pathパスを入力してくださいCodeDeployデプロイメントログファ
イル。次に例を示します。C:\ProgramData\Amazon\CodeDeploy\deployment-logs
\codedeploy-agent-windows-deployments.log。
2. を使用する場合Log group nameロググループ名を入力します (例:)。codedeploy-agentwindows-deployment-log。
3. を使用する場合Log stream nameログストリーム名を入力します (例:)。{instance_id}codedeploy-agent-windows-deployment-log。

を設定するにはCloudWatch構成ファイルを手動で作成または編集してエージェント (Linux)
1.

を作成または編集するCloudWatch「」の説明に従って、エージェント設定ファイルを手動で作成また
は編集するCloudWatchエージェント設定ファイル。

2.

ファイルが呼び出されていることを確認します。/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/etc/
amazon-cloudwatch-agent.jsonには、次のコードが含まれています。
...
"logs": {
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"logs_collected": {
"files": {
"collect_list": [
{
"file_path": "/var/log/aws/codedeploy-agent/codedeploy-agent.log",
"log_group_name": "codedeploy-agent-log",
"log_stream_name": "{instance_id}-agent-log"
},
{
"file_path": "/opt/codedeploy-agent/deployment-root/deploymentlogs/codedeploy-agent-deployments.log",
"log_group_name": "codedeploy-agent-deployment-log",
"log_stream_name": "{instance_id}-codedeploy-agent-deployment-log"
},
{
"file_path": "/tmp/codedeploy-agent.update.log",
"log_group_name": "codedeploy-agent-updater-log",
"log_stream_name": "{instance_id}-codedeploy-agent-updater-log"
}
]
}
}
}
...

を設定するにはCloudWatch構成ファイルを手動で作成または編集してエージェントを実行する
(Windows)
1.

を作成または編集するCloudWatch「」の説明に従って、エージェント設定ファイルを手動で作成また
は編集するCloudWatchエージェント設定ファイル。

2.

ファイルが呼び出されていることを確認します。C:\ProgramData\Amazon
\AmazonCloudWatchAgent\amazon-cloudwatch-agent.jsonには、次のコードが含まれていま
す。
...
"logs": {
"logs_collected": {
"files": {
"collect_list": [
{
"file_path": "C:\\ProgramData\Amazon\CodeDeploy\log\codedeployagent-windows-log.txt",
"log_group_name": "codedeploy-agent-windows-log",
"log_stream_name": "{instance_id}-codedeploy-agent-windows-log"
},
{
"file_path": "C:\\ProgramData\Amazon\CodeDeploy\deployment-logs
\codedeploy-agent-windows-deployments.log",
"log_group_name": "codedeploy-agent-windows-deployment-log",
"log_stream_name": "{instance_id}-codedeploy-agent-windowsdeployment-log"
}
]
},
...
}
},
...
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を再起動するCloudWatchエージェント
変更を加えたら、CloudWatchエージェントの説明を参照を起動するCloudWatchエージェント。
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CodeDeploy のインスタンスの操作
CodeDeploy では、Amazon Linux、Ubuntu Server、Red Hat Enterprise Linux (RHEL)、Windows Server
を実行しているインスタンスへのデプロイをサポートしています。
CodeDeploy を使用して、Amazon EC2 インスタンスとオンプレミスインスタンスの両方にデプロイで
きます。オンプレミスインスタンスは、CodeDeploy エージェントを実行し、パブリックに接続できる
Amazon EC2 インスタンスではない物理デバイスです。AWSサービスエンドポイント。CodeDeploy を使
用して、クラウド上の Amazon EC2 インスタンスと、オフィスのデスクトップ PC や独自のデータセン
ターのサーバーに、アプリケーションを同時にデプロイできます。

Amazon EC2 インスタンスとオンプレミスインス
タンスの比較
次の表は、Amazon EC2 インスタンスとオンプレミスインスタンスの比較を示しています。
件名

Amazon EC2 インスタンス

オンプレミスインスタンス

インスタンスで実行中のオペ
レーティングシステムと互換性
がある CodeDeploy エージェ
ントのバージョンをインストー
ルおよび実行する必要がありま
す。

はい

はい

インスタンスが CodeDeploy に
接続できる必要があります。

はい

はい

IAM インスタンスプロファイ
ルがインスタンスにアタッチ
される必要があります。IAM
インスタンスプロファイルに
は、CodeDeploy デプロイに参
加するアクセス許可が必要で
す。詳細については、ステップ
4: Amazon EC2 インスタンスの
IAM インスタンスプロファイル
を作成する (p. 40) を参照してく
ださい。

はい

いいえ

次のいずれかの操作を行って認
証を行い、インスタンスを登録
する必要があります。

いいえ

はい

• 各インスタンスの IAM ユー
ザーを作成し、IAM ユーザー
のアカウント認証情報をプ
レーンテキストでインスタン
スに保存する。
• 各インスタンスで IAM ユー
ザーが引き受けることができ
る IAM ロールを作成し、を通
じて生成された (定期的に更
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件名

Amazon EC2 インスタンス

オンプレミスインスタンス

デプロイを実行するには、事前
に各インスタンスを CodeDeploy
に登録する必要がある。

いいえ

はい

CodeDeploy がデプロイを実行す
るには、事前に各インスタンス
にタグを付ける必要がある。

はい

はい

CodeDeploy デプロイの一環と
して、Amazon EC2 Auto Scaling
および Elastic Load Balancing の
シナリオに参加できます。

はい

いいえ

Amazon S3 バケットと GitHub
リポジトリからデプロイでき
る。

はい

はい

指定されたイベントがデプロイ
またはインスタンスで発生した
ときに、SMS または E メール通
知の送信を求めるトリガーをサ
ポートできる。

はい

はい

関連デプロイへの請求対象であ
る。

いいえ

はい

新される) 一時的な認証情報を
取得するAWS Security Token
Service。

CodeDeploy のインスタンスタスク
デプロイで使用するインスタンスを起動または設定するには、以下の手順から選択します。
新しい Amazon Linux または Windows Server の
Amazon EC2 インスタンスを起動します。

最小限の労力でAmazon EC2 インスタンスを起動
するには、「」を参照してください。CodeDeploy
(AWS CloudFormationテンプレート) (p. 218)。
Amazon EC2 インスタンスを主に自分で起
動するには、「」を参照してください。の
ための Amazon EC2 インスタンスの作成
CodeDeploy (AWS CLIまたは Amazon EC2 コン
ソール) (p. 214)。

新しい Ubuntu Server または RHEL Amazon EC2
インスタンスを起動します。

「のための Amazon EC2 インスタンスの作成
CodeDeploy (AWS CLIまたは Amazon EC2 コン
ソール) (p. 214)」を参照してください。

Amazon Linux、Windows サーバー、Ubuntu サー
バー、または RHEL Amazon EC2 インスタンスを
設定したい。

「CodeDeploy で動作するように Amazon EC2 イ
ンスタンスを設定する (p. 225)」を参照してくだ
さい。

Windows Server、Ubuntu Server、RHEL オンプレ
ミスインスタンス (Amazon EC2 インスタンスでは
ない物理デバイス) を設定します。

「Working with On-Premises
Instances (p. 227)」を参照してください。
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Blue/Green デプロイの間、CodeDeploy がイン
スタンスの置換フリートをプロビジョニングしま
す。

「でのデプロイグループの使用
CodeDeploy (p. 317)」を参照してください。

Amazon EC2 Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンスを準備するには、追加の手順を実行す
る必要があります。詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling と CodeDeploy (p. 50)」を参照してく
ださい。
トピック
• Tagging Instances for Deployments (p. 206)
• Working with Amazon EC2 Instances (p. 213)
• Working with On-Premises Instances (p. 227)
• View Instance Details (p. 255)
• Instance Health (p. 256)

CodeDeploy でのデプロイグループのインスタンス
のタグ付け
Amazon EC2 インスタンスとオンプレミスインスタンスを管理するために、タグを使用して独自のメタ
データを各リソースに割り当てることができます。タグを使用すると、インスタンスをさまざまな方法
(目的、所有者、環境など) で分類することができます。これはインスタンスが多数ある場合に便利です。
割り当てられたタグに基づいて、インスタンスやインスタンスグループを迅速に識別できます。タグはそ
れぞれ、1 つのキーとオプションの 1 つの値で構成されており、どちらもお客様側が定義します。詳細に
ついては、「」を参照してください。Amazon EC2 リソースのタグ付け。
CodeDeploy デプロイグループに含めるインスタンスを指定するには、1 つ以上のタグを指定します。グ
ループタググループ。タグ条件を満たすインスタンスは、そのデプロイグループへのデプロイが作成され
たときにアプリケーションの最新のリビジョンがインストール済みのものです。

Note
また、Amazon EC2 Auto Scaling グループをデプロイグループを含めることもできますが、イン
スタンスに適用されたタグではなく名前で識別されます。詳細については、Amazon EC2 Auto
Scaling と CodeDeploy (p. 50) を参照してください。
デプロイグループのインスタンスの条件は、単一のタググループの単一のタグと同じほど簡単です。これ
は、最大 3 つのタググループそれぞれに 10 個のタグという複雑なものにもできます。
単一のタググループを使用する場合は、グループ内の少なくとも 1 つのタグによって識別されたインスタ
ンスがデプロイグループに含まれます。複数のタググループを使用する場合は、タググループそれぞれの
少なくとも 1 つのタグによって識別されたインスタンスのみが含まれます。
次の例は、タグとタググループを使用してデプロイグループのインスタンスを選択する方法を説明しま
す。
トピック
• 例 1: 単一タググループ、シングルタグ (p. 207)
• 例 2: 単一のタググループ、複数のタグ (p. 207)
• 例 3: 複数のタググループ、単一のタグ (p. 208)
• 例 4: 複数のタググループ、複数のタグ (p. 210)
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例 1: 単一タググループ、シングルタグ
単一のタグを単一のタググループに指定できます。

タググループ 1
キー

値

[Name] (名前)

AppVersion-ABC

Name=AppVersion-ABC というタグが付いている各インスタンスは、他のタグがついていても、デプロ
イグループの一部になります。
CodeDeploy コンソールのセットアップビュー:

JSON の構造:
"ec2TagSet": {
"ec2TagSetList": [
[
{
"Type": "KEY_AND_VALUE",
"Key": "Name",
"Value": "AppVersion-ABC"
}
]
]
},

例 2: 単一のタググループ、複数のタグ
単一のタグを複数のタググループに指定することもできます。

タググループ 1
キー

値

Region

North

Region

South

Region

East
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この 3 つのタグのうちいずれかが付いているインスタンスは、他のタグがついていても、デプロイグルー
プの一部になります。たとえば、Region=West というタグが付いている他のインスタンスがある場合、
それらはデプロイグループに含まれません。
CodeDeploy コンソールのセットアップビュー:

JSON の構造:
"ec2TagSet": {
"ec2TagSetList": [
[
{
"Type": "KEY_AND_VALUE",
"Key": "Region",
"Value": "North"
},
{
"Type": "KEY_AND_VALUE",
"Key": "Region",
"Value": "South"
},
{
"Type": "KEY_AND_VALUE",
"Key": "Region",
"Value": "East"
}
]
]
},

例 3: 複数のタググループ、単一のタグ
それぞれに単一のキーと値のペアを持つタググループの複数セットを使用して、デプロイグループのイン
スタンスの条件を指定することもできます。デプロイグループで複数のタググループを使用する場合は、
すべてのタググループによって識別されたインスタンスのみがデプロイグループに含まれます。

タググループ 1
キー

値

[Name] (名前)

AppVersion-ABC
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タググループ 2
キー

値

Region

North

タググループ 3
キー

値

[Type] (タイプ)

t2.medium

多くのリージョンにインスタンスがあり、Name=AppVersion-ABC のタグが付いたさまざまなインスタ
ンスタイプがある場合があります。この例では、同じく Region=North および Type=t2.medium のタ
グが付いたインスタンスのみがデプロイグループの一部になります。
CodeDeploy コンソールのセットアップビュー:

JSON の構造:
"ec2TagSet": {
"ec2TagSetList": [
[
{
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],
[

],
[

},

]

],

}
{

}
{

}

"Type": "KEY_AND_VALUE",
"Key": "Name",
"Value": "AppVersion-ABC"

"Type": "KEY_AND_VALUE",
"Key": "Region",
"Value": "North"

"Type": "KEY_AND_VALUE",
"Key": "Type",
"Value": "t2.medium"

例 4: 複数のタググループ、複数のタグ
複数のタグを持つ複数のタググループを 1 つ以上のグループで使用する場合、インスタンスはそれぞれの
グループの少なくとも 1 つのタグに一致している必要があります。

タググループ 1
キー

値

環境

ベータ

環境

ステージング

タググループ 2
キー

値

Region

North

Region

South

Region

East

タググループ 3
キー

値

[Type] (タイプ)

t2.medium

タイプ

t2.large

この例では、デプロイグループに含まれるには、インスタンスが次のようにタグ付けされ
ている必要があります。(1) Environment=Beta または Environment=Staging、(2)
Region=North、Region=South または Region=East、(3) Type=t2.medium または
Type=t2.large。
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たとえば、次のタググループを持つインスタンスは、デプロイグループに含まれるもののひとつになるこ
とがあります。
• Environment=Beta, Region=North,Type=t2.medium
• Environment=Staging,Region=East,Type=t2.large
• Environment=Staging,Region=South,Type=t2.large
次のタググループを持つインスタンスは、デプロイグループに含まれないことがあります。強調表示され
たキー値があると、インスタンスは除外されます。
• Environment=Beta, Region=West,Type=t2.medium
• Environment=Staging,Region=East,Type=t2.micro
• Environment=Production,Region=South,Type=t2.large
CodeDeploy コンソールのセットアップビュー:
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JSON の構造:
"ec2TagSet": {
"ec2TagSetList": [
[
{
"Type": "KEY_AND_VALUE",
"Key": "Environment",
"Value": "Beta"
},
{
"Type": "KEY_AND_VALUE",
"Key": "Environment",
"Value": "Staging"
}
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],
[

{

},
{

},
{

],
[

}
{

},
{

},

]

],

}

"Type": "KEY_AND_VALUE",
"Key": "Region",
"Value": "North"
"Type": "KEY_AND_VALUE",
"Key": "Region",
"Value": "South"
"Type": "KEY_AND_VALUE",
"Key": "Region",
"Value": "East"

"Type": "KEY_AND_VALUE",
"Key": "Type",
"Value": "t2.medium"
"Type": "KEY_AND_VALUE",
"Key": "Type",
"Value": "t2.large"

CodeDeploy の Amazon EC2 インスタンスの使用
Amazon EC2 インスタンスは、Amazon Elastic Compute Cloud を使用して作成および設定する仮想コン
ピューティング環境です。Amazon EC2 は、AWS クラウド内でスケーラブルなコンピューティング性能
を提供します。Amazon EC2 を使用すると、CodeDeploy デプロイに必要な数だけ仮想サーバーを起動で
きます。
Amazon EC2 の詳細については、を参照してください。Amazon EC2 入門ガイド。
このセクションの手順では、CodeDeploy デプロイで使用する Amazon EC2 インスタンスを作成および設
定する方法を示します。
トピック
• のための Amazon EC2 インスタンスの作成 CodeDeploy (AWS CLIまたは Amazon EC2 コンソー
ル) (p. 214)
• CodeDeploy (AWS CloudFormationテンプレート) (p. 218)
• CodeDeploy で動作するように Amazon EC2 インスタンスを設定する (p. 225)
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のための Amazon EC2 インスタンスの作成
CodeDeploy (AWS CLIまたは Amazon EC2 コンソー
ル)
これらの説明では、で使用するように設定された新しい Amazon EC2 インスタンスを起動する方法を示し
ます。 CodeDeploy デプロイ。
私たちを使うことができますAWS CloudFormationのテンプレートを使用して、Amazon Linux あるいは
Windows Server を実行する Amazon EC2 インスタンスを起動します。 CodeDeploy デプロイ。Ubuntu
サーバーまたは Red Hat Enterprise Linux (RHEL) を実行する Amazon EC2 インスタンスのための AWS
CloudFormation のテンプレートは提供していません。テンプレートを使用する代わりに、「CodeDeploy
のインスタンスの操作 (p. 204)」を参照してください。
Amazon EC2 コンソール、AWS CLI、または Amazon EC2 API を使用して、Amazon EC2 インスタンス
を起動できます。

Amazon EC2 インスタンス (コンソール) を起動します。
前提条件
まだ行っていない場合、CodeDeploy の開始方法 (p. 33) 中の説明に従って AWS CLI をセットアップして
設定し、IAM インスタンスプロファイルを作成します。

Amazon EC2 インスタンスの起動
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon EC2 コンソール (https://
console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [インスタンス]、[インスタンスの作成] の順に選択します。

3.

リポジトリの []ステップ 1: Amazon マシンイメージ（AMI）ページ、からクイックスタート[] ページ
で、使用するオペレーションシステムおよびバージョンを探して、Select。によりサポートされてい
る Amazon EC2 AMI オペレーティングシステムを選択する必要があります CodeDeploy。詳細につい
ては、「 CodeDeploy エージェントで対応するオペレーティングシステム (p. 170)」を参照してくだ
さい。

4.

リポジトリの []ステップ 2: インスタンスタイプの選択[] ページで、利用可能な Amazon EC2 インスタ
ンスタイプを選択し、次へ: インスタンスの詳細の設定。

5.

リポジトリの []ステップ 3: インスタンスの詳細の設定[] ページで次の操作を行いますIAM ロールリ
ストから、で作成した IAM インスタンスロールを選択しますステップ 4: Amazon EC2 インスタンス
の IAM インスタンスプロファイルを作成する (p. 40)。提案されたロール名を使用している場合は、
[CodeDeployDemo-EC2-Instance-Profile] を選択します。独自のロール名を作成した場合は、
その名前を選択します。

Note
デフォルトの仮想プライベートクラウド (VPC) がネットワークリストでは、Amazon VPC と
サブネットを選択または作成する必要があります。[Create new VPC (新しい VPC の作成)]
または [Create new subnet (新しいサブネットの作成)]、またはその両方を選択します。詳細
については、「VPC とサブネット」を参照してください。
6.

[Next: (次へ:)] を選択します [Add Storage] (ストレージの追加)。

7.

[] のままにするステップ 4: ストレージの追加[] ページは変更せず、[] を選択します次へ: Add Tags (タ
グの追加) 。

8.

リポジトリの []ステップ 5: タグの追加[] ページでタグの追加。

9.

[キー] ボックスに「Name」と入力します。[値] ボックスに「CodeDeployDemo」と入力します。
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Important
[キー] ボックスと [値] ボックスの内容は大文字と小文字が区別されます。
10. [Next: (次へ:)] を選択します [Configure Security Group] (セキュリティグループの設定)。
11. リポジトリの []ステップ 6: セキュリティグループの設定ページ、残して新規のセキュリティグループ
を作成するオプションが選択されました。
デフォルトの SSH ロールは、Amazon Linux、Ubuntu サーバー、または RHEL を実行する Amazon
EC2 インスタンスのために設定されます。デフォルトの RDP ロールは、Windows サーバーを実行す
る Amazon EC2 インスタンスのために設定されます。
12. HTTP ポートを開く場合は、[ルールの追加] ボタンを選択し、[タイプ] ドロップダウンリストか
ら、[HTTP] を選択します。Custom 0.0.0.0/0 のデフォルトの Source を受け入れ、次に Review and
Launch を選択します。

Note
本稼働環境では、次の操作を行う代わりに、SSH、RDP、および HTTP ポートへのアクセス
を制限することを推奨します。どこでも 0.0.0/0。 CodeDeploy は、無制限のポートアクセス
を必要とせず、HTTP アクセスを必要としません。詳細については、「Amazon EC2 インス
タンスの保護のヒント」を参照してください。
[汎用 (SSD) から起動する] ダイアログボックスが表示されたら、指示に従って [次へ] を選択します。
13. [] のままにするステップ 7: インスタンス作成の確認[] ページは変更せず、[] を選択しますを起動す
る。
14. [既存のキーペアの選択または新しいキーペアの作成] ダイアログボックスで、[既存のキーペアの選択]
または [新しいキーペアの作成] を選択します。すでに Amazon EC2 インスタンスキーペアを設定して
いる場合は、ここで選択できます。
Amazon EC2 インスタンスのキーペアがまだない場合は、[Create a new key pair (新しいキーペアの
作成)] を選択して、わかりやすい名前を付けます。お客様のコンピュータに Amazon EC2 インスタン
スキーペアをダウンロードするために、Download Key Pair を選択します。

Important
SSH または RDP を使用して、Amazon EC2 インスタンスへアクセスしたい場合は、キーペ
アが必要です。
15. [Launch Instances] (インスタンスを起動) をクリックします。
16. Amazon EC2 インスタンスのための ID を選択します。インスタンスが起動され、すべてのチェック
が成功するまで先に進まないでください。

のインストール CodeDeploy エージェント
- CodeDeploy エージェントは、Amazon EC2 インスタンスで使用する前に、Amazon EC2 インスタン
ス上にインストールする必要があります CodeDeployデプロイ。詳細については、「のインストール
CodeDeploy エージェント (p. 184)」を参照してください。

Note
の自動インストールと更新を設定できます CodeDeploy エージェントは、コンソールでデプロイ
グループを作成するときに。

Amazon EC2 インスタンス (CLI) の起動
前提条件
まだ行っていない場合、CodeDeploy の開始方法 (p. 33) 中の説明に従って AWS CLI をセットアップして
設定し、IAM インスタンスプロファイルを作成します。
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Amazon EC2 インスタンスの起動
1.

For Windows Server only Windows サーバーを実行している Amazon EC2 インスタンスを作成中の場
合、create-security-group と authorize-security-group-ingress のコマンドを呼び出し、実行する イン
スタンスを作成する場合は、RDP アクセス (デフォルトでは許可されない)、または代わりに HTTP ア
クセスを許可するセキュリティグループを作成します。たとえば、という名前のセキュリティグルー
プを作成するにはCodeDeployDemo-ウィンドウズセキュリティグループで、次のコマンドを一度に 1
つずつ実行します。
aws ec2 create-security-group --group-name CodeDeployDemo-Windows-Security-Group -description "For launching Windows Server images for use with CodeDeploy"

aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-name CodeDeployDemo-Windows-SecurityGroup --to-port 3389 --ip-protocol tcp --cidr-ip 0.0.0.0/0 --from-port 3389

aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-name CodeDeployDemo-Windows-SecurityGroup --to-port 80 --ip-protocol tcp --cidr-ip 0.0.0.0/0 --from-port 80

Note
デモンストレーションのため、これらのコマンドは、ポート 3389 を経由して RDP に、また
はポート 80 を経由して HTTP に無制限アクセスを許可するセキュリティグループを作成し
ます。ベストプラクティスとして、SSH および HTTP ポートへのアクセスを制限することを
お勧めします。 CodeDeploy は、無制限のポートアクセスを必要とせず、HTTP アクセスを
必要としません。詳細については、「Amazon EC2 インスタンスの保護のヒント」を参照し
てください。
2.

run-instances のコマンドを呼び出して、Amazon EC2 インスタンスを作成して起動します。
このコマンドを呼び出す前に、以下を収集する必要があります。
• インスタンスに使用する Amazon マシンイメージ (AMI) (ami-id) の ID。ID を取得するには、「適
切な AMI の検索」を参照してください。
• 例えば t1.micro のように、作成する Amazon EC2 インスタンス (instance-type) のタイプ
名。リストについては、Amazon EC2 instance types を参照してください。
• Amazon S3 バケットへのアクセス許可を持つ IAM インスタンスプロファイルの名前 CodeDeploy
お住まいの地域のエージェントインストールファイルが保存されます。
IAM インスタンスプロファイルの作成についての情報は、ステップ 4: Amazon EC2 インスタンスの
IAM インスタンスプロファイルを作成する (p. 40) を参照してください。
• Amazon Linux、Ubuntu サーバー、または RHEL または RDP アクセスを実行している Amazon
EC2 インスタンスへのSSH、あるいは Windows サーバーを実行している Amazon EC2 へRDP ア
クセスを可能とする Amazon EC2インスタンスキーの名前 (key-name)。

Important
キーペアのファイル拡張子ではなく、キーペア名のみを入力します。例えば、mykeypair.pem ではなく、my-keypair です。
キーペア名を見つけるには、https://console.aws.amazon.com/ec2 でAmazon EC2 コンソールを開
きます。ナビゲーションペインの [ネットワーク & セキュリティ] の下で、[キーペア] を選択し、リ
ストのキーペア名をメモします。
新しいキーペアを生成するには、「Amazon EC2 を使用してキーペアを作成する」を参照してくだ
さい。AWS General Reference 中の Region and endpoints にリストされているリージョンの一つ
の中にキーペアを作成することを確かめてください。そうしないと、Amazon EC2 インスタンスの
key pair を使用できなくなります。 CodeDeploy。
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Amazon Linux、RHEL、および Ubuntu Server 用
Amazon Linux, Ubuntu Server、あるいは RHEL を実行する Amazon EC2 インスタンスを開始するた
めの run-instances のコマンドを呼び出し、ステップ 4: Amazon EC2 インスタンスの IAM インスタン
スプロファイルを作成する (p. 40) で作成した IAM インスタンスプロファイルを添付する方法。例: 。
aws ec2 run-instances \
--image-id ami-id \
--key-name key-name \
--count 1 \
--instance-type instance-type \
--iam-instance-profile Name=iam-instance-profile

Note
このコマンドは、ポート 22 を経由した SSH の無制限のアクセス、または、ポート 80 を経
由した HTTP など複数のポートへのアクセスを許可する Amazon EC2 インスタンスのデフォ
ルトのセキュリティグループを作成します。ベストプラクティスとして、SSH および HTTP
ポートへのアクセスを制限することをお勧めします。 CodeDeploy は、無制限のポートアク
セスを必要とせず、HTTP ポートアクセスを必要としません。詳細については、「Amazon
EC2 インスタンスの保護のヒント」を参照してください。
Windows Server の場合
run-instances のコマンドを呼び出して Windows サーバーを実行する Amazon EC2 インスタンスを起
動し、ステップ 4: Amazon EC2 インスタンスの IAM インスタンスプロファイルを作成する (p. 40) で
作成した IAM インスタンスプロファイルを添付して、ステップ 1 で作成したセキュリティグループの
名前を指定するには、例: 。
aws ec2 run-instances --image-id ami-id --key-name key-name --count 1 --instancetype instance-type --iam-instance-profile Name=iam-instance-profile --security-groups
CodeDeploy-Windows-Security-Group

これらのコマンドは、指定された AMI、キーペア、およびインスタンスタイプ、指定された IAM イン
スタンスプロファイルを用いて単一の Amazon EC2 インスタンスプロファイルを起動し、起動時に指
定されたスクリプトを実行します。
3.

出力の InstanceID の値を記録します。この値を忘れた場合は、Amazon EC2 インスタンスのキー
ペアに対する describe-instances のコマンドを呼び出すことで、後で取得できます。
aws ec2 describe-instances --filters "Name=key-name,Values=keyName" --query
"Reservations[*].Instances[*].[InstanceId]" --output text

インスタンス ID を使用してを呼び出しますcreate-tagsコマンドは、Amazon EC2 インスタンスへの
タグ付けで Amazon EC2 インスタンスに CodeDeploy 後でデプロイ中に見つけることができます。次
の例で、タグ名は CodeDeployDemo と名付けられていますが、希望する Amazon EC2 インスタンス
タグを指定できます。
aws ec2 create-tags --resources instance-id --tags Key=Name,Value=CodeDeployDemo

複数のタグを同時にインスタンスに適用できます。例: 。
aws ec2 create-tags --resources instance-id --tags Key=Name,Value=testInstance
Key=Region,Value=West Key=Environment,Value=Beta
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Amazon EC2 インスタンスが起動され、すべてのチェックが成功したことを確認するには、describeinstance-status のコマンドを呼び出すためのインスタンス ID を使用します。
aws ec2 describe-instance-status --instance-ids instance-id --query
"InstanceStatuses[*].InstanceStatus.[Status]" --output text

インスタンスが起動され、すべてのチェックが成功すると、ok が出力に表示されます。

のインストール CodeDeploy エージェント
- CodeDeploy エージェントは、Amazon EC2 インスタンスで使用する前に、Amazon EC2 インスタン
ス上にインストールする必要があります CodeDeployデプロイ。詳細については、「のインストール
CodeDeploy エージェント (p. 184)」を参照してください。

Note
の自動インストールと更新を設定できます CodeDeploy エージェントは、コンソールでデプロイ
グループを作成するときに。

CodeDeploy (AWS CloudFormationテンプレート)
あなたは私たちのものを使うことができますAWS CloudFormationAmazon Linux または Windows
Server を実行する Amazon EC2 インスタンスをすばやく起動するためのテンプレート。♪AWS
CLI、CodeDeploy コンソール、またはAWSテンプレートでインスタンスを起動する API。インスタンスを
起動することに加えて、テンプレートでは以下を実行します。
• 指示するAWS CloudFormationをクリックして CodeDeploy デプロイに参加するアクセス権限をインス
タンスに付与します。
• インスタンスにタグ付けして CodeDeploy がデプロイ中にそのインスタンスを見つけられるようにしま
す。
• インスタンスに CodeDeploy エージェントをインストールおよび実行します。
使用する必要はありませんAWS CloudFormationをクリックして Amazon EC2 インスタンスをセットアッ
プします。代替方法については、「CodeDeploy のインスタンスの操作 (p. 204)」を参照してください。
当社では、AWS CloudFormationUbuntu Server または Red Hat エンタープライズ Linux (RHEL) を実行す
る Amazon EC2 インスタンスのテンプレートです。
トピック
• スタートする前に (p. 218)
• を使用して Amazon EC2 インスタンスを起動します。AWS CloudFormationテンプレート (コンソー
ル) (p. 219)
• を使用して Amazon EC2 インスタンスを起動します。AWS CloudFormationテンプレート (AWS
CLI) (p. 222)

スタートする前に
を使用する前にAWS CloudFormationAmazon EC2 インスタンスを起動するためのテンプレート。次の手
順を完了していることを確認してください。
1.

「ステップ 3: IAM ユーザーのプロビジョニング (p. 39)」のステップを完了していることを確認しま
す。IAM ユーザーに割り当てられたポリシーに次の最小アクセス権限があることを確認し、存在しな
いものを追加します。
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• cloudformation: *
• codedeploy:*
• ec2:*
• IAM: インスタンスプロファイルにロールを追加
• IAM: インスタンスプロファイルの作成
• iam:CreateRole
• IAM: インスタンスプロファイルの削除
• iam:DeleteRole
• iam:DeleteRolePolicy
• iam:GetRole
• iam:DeleteRolePolicy
• iam:PutRolePolicy
• IAM: インスタンスプロファイルからロールを削除する
2.

Amazon Linux を実行する Amazon EC2 インスタンスへの SSH アクセスまたはWindows Server を実
行するインスタンスへの RDP アクセスを有効にするインスタンスのkey pair が必要です。
key pair 名を見つけるには、Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2。ナビ
ゲーションペインの [ネットワーク & セキュリティ] の下で、[キーペア] を選択し、リストのキーペア
名をメモします。
新しいkey pair を生成するには、「」を参照してください。Amazon EC2 を使用してkey pair を作成
する。key pair は、に示すいずれかのリージョンで作成されていることを確認してください。リー
ジョンとエンドポイントにAWS全般のリファレンス。それ以外の場合、CodeDeploy でインスタンス
のkey pair を使用できません。

を使用して Amazon EC2 インスタンスを起動します。AWS
CloudFormationテンプレート (コンソール)
1.

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

Important
「CodeDeploy の開始方法 (p. 33)」 で使用したのと同じアカウントで AWS Management
Console にサインインします。ナビゲーションバーで、リージョンセレクターの 1 つを選択
します。リージョンとエンドポイントにAWS全般のリファレンス。CodeDeploy はこれらの
リージョンのみをサポートします。
2.

[Create Stack] (スタックの作成) を選択します。

3.

Eclipseテンプレートを選択するで、Amazon S3 テンプレートの URL を指定します。。ボックスに、
使用するリージョンの AWS CloudFormation テンプレートの場所を入力し、[Next (次へ)] を選択しま
す。
Region

のロケーションAWS CloudFormationテンプレー
ト

米国東部(オハイオ)リージョン

http://s3-us-east-2.amazonaws.com/
aws-codedeploy-useast-2/templates/latest/
CodeDeploy_SampleCF_Template.json
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Region

のロケーションAWS CloudFormationテンプレー
ト

米国東部（バージニア北部） リージョン

http://s3.amazonaws.com/
aws-codedeploy-useast-1/templates/latest/
CodeDeploy_SampleCF_Template.json

US West (N. California) Region

http://s3-us-west-1.amazonaws.com/
aws-codedeploy-uswest-1/templates/latest/
CodeDeploy_SampleCF_Template.json

米国西部 (オレゴン) リージョン

http://s3-us-west-2.amazonaws.com/
aws-codedeploy-uswest-2/templates/latest/
CodeDeploy_SampleCF_Template.json

カナダ (中部) リージョン

http://s3-cacentral-1.amazonaws.com/
aws-codedeploy-cacentral-1/templates/latest/
CodeDeploy_SampleCF_Template.json

欧州 (アイルランド) リージョン

http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/
aws-codedeploy-euwest-1/templates/latest/
CodeDeploy_SampleCF_Template.json

欧州 (ロンドン) リージョン

http://s3-eu-west-2.amazonaws.com/
aws-codedeploy-euwest-2/templates/latest/
CodeDeploy_SampleCF_Template.json

欧州（パリ）リージョン

http://s3-eu-west-3.amazonaws.com/
aws-codedeploy-euwest-3/templates/latest/
CodeDeploy_SampleCF_Template.json

欧州（フランクフルト）リージョン

http://s3-eucentral-1.amazonaws.com/
aws-codedeploy-eucentral-1/templates/latest/
CodeDeploy_SampleCF_Template.json

アジアパシフィック (香港) リージョン

http://s3-ap-east-1.amazonaws.com/
aws-codedeploy-apeast-1/templates/latest/
CodeDeploy_SampleCF_Template.json

Asia Pacific (Tokyo) Region

http://s3-apnortheast-1.amazonaws.com/
aws-codedeploy-apnortheast-1/templates/latest/
CodeDeploy_SampleCF_Template.json
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Region

のロケーションAWS CloudFormationテンプレー
ト

Asia Pacific (Seoul) Region

http://s3-apnortheast-2.amazonaws.com/
aws-codedeploy-apnortheast-2/templates/latest/
CodeDeploy_SampleCF_Template.json

アジアパシフィック (シンガポール) リージョン

http://s3-apsoutheast-1.amazonaws.com/
aws-codedeploy-apsoutheast-1/templates/latest/
CodeDeploy_SampleCF_Template.json

Asia Pacific (Sydney) Region

http://s3-apsoutheast-2.amazonaws.com/
aws-codedeploy-apsoutheast-2/templates/latest/
CodeDeploy_SampleCF_Template.json

アジアパシフィック (ムンバイ) リージョン

http://s3-ap-south-1.amazonaws.com/
aws-codedeploy-apsouth-1/templates/latest/
CodeDeploy_SampleCF_Template.json

南米 (サンパウロ) リージョン

aws-codedeploy-ap-northeast-1.s3.apeast-1.amazonaws.com/
templates/latest/
CodeDeploy_SampleCF_Template.json

4.

[スタック名] ボックスに、スタックの名前 (CodeDeployDemoStack など) を入力します

5.

[Parameters] に以下を入力し、[Next] を選択します。
• [InstanceCount] には、起動するインスタンスの数を入力します (デフォルトの 1 のままにしておく
ことをお勧めします)。
• [InstanceType] には、起動するインスタンスタイプを入力します (またはデフォルトの t1.micro のま
まにします)。
• を使用する場合KeyPairName[] に、インスタンスのkey pair 名を入力します。キーペアのファイル
拡張子ではなく、キーペア名のみを入力します。
• を使用する場合OperatingSystemボックス、タイプWindowsWindows Server を実行するインスタン
スを起動します (またはデフォルトのままにします)。リナックス).
• [SSHLocation] には、SSH または RDP でインスタンスに接続するのに使用される IP アドレス範囲
を入力します (またはデフォルトの 0.0.0.0/0 のままにします)。

Important
のデフォルトはです。0.0.0.0/0は、デモンストレーションのみを目的として提供され
ています。CodeDeploy では、Amazon EC2 インスタンスがポートへの無制限のアクセス
権限を持つ必要はありません。ベストプラクティスとして、SSH (および HTTP) ポート
へのアクセスを制限することをお勧めします。詳細については、「」を参照してくださ
い。Amazon EC2 インスタンスのセキュリティ保護に関するヒント。
• を使用する場合TagKey[] には、デプロイ中にインスタンスを特定するのに CodeDeploy が使用する
インスタンスのタグキーを入力します (またはデフォルトののままにします)。名前).
• を使用する場合TagValue[] には、デプロイ中にインスタンスを特定するのに CodeDeploy が使用す
るインスタンスのタグ値を入力します (またはデフォルトののままにします)。CodeDeployDemo).
6.

[Options] ページで、オプションボックスは空白のまま残し、[Next] を選択します。
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Important
AWS CloudFormationタグは CodeDeploy タグとは異なります。AWS CloudFormationタグを
使用して、インフラストラクチャの管理を簡素化します。CodeDeploy は、タグを使用して
Amazon EC2 インスタンスを識別します。で CodeDeploy タグを指定しています。パラメー
タの指定ページで.
7.

リポジトリの []確認ページ,機能次に、[] を選択します。私はそれを認めますAWS CloudFormationIAM
リソースを作成するかもしれない[] ボックスで、[] を選択します。作成。
AfterAWS CloudFormationがスタックを作成し、Amazon EC2 インスタンスを起動しました。AWS
CloudFormationコンソール,COMPLETE[] にが表示されます。ステータス列でロードバランサーの ID
をクリックします。この処理には数分かかることもあります。

Amazon EC2 インスタンスで CodeDeploy エージェントが実行されていることを確認するには、「」を参
照してください。管理 CodeDeploy エージェントのオペレーション (p. 181)をクリックし、「」に進みま
す。を使用してアプリケーションを作成 CodeDeploy (p. 269)。

を使用して Amazon EC2 インスタンスを起動します。AWS
CloudFormationテンプレート (AWS CLI)
1.

create-stack コマンドの呼び出しに AWS CloudFormation テンプレートを使用します。このスタック
では CodeDeploy エージェントがインストールされた新しい Amazon EC2 インスタンスを起動しま
す。
Amazon Linux を実行する Amazon EC2 インスタンスを起動するには、次の手順を実行します。
aws cloudformation create-stack \
--stack-name CodeDeployDemoStack \
--template-url templateURL \
--parameters ParameterKey=InstanceCount,ParameterValue=1
ParameterKey=InstanceType,ParameterValue=t1.micro \
ParameterKey=KeyPairName,ParameterValue=keyName
ParameterKey=OperatingSystem,ParameterValue=Linux \
ParameterKey=SSHLocation,ParameterValue=0.0.0.0/0
ParameterKey=TagKey,ParameterValue=Name \
ParameterKey=TagValue,ParameterValue=CodeDeployDemo \
--capabilities CAPABILITY_IAM

Windows Server を実行する Amazon EC2 インスタンスを起動するには、次の手順を実行します。
aws cloudformation create-stack --stack-name CodeDeployDemoStack --templateurl template-url --parameters ParameterKey=InstanceCount,ParameterValue=1
ParameterKey=InstanceType,ParameterValue=t1.micro
ParameterKey=KeyPairName,ParameterValue=keyName
ParameterKey=OperatingSystem,ParameterValue=Windows
ParameterKey=SSHLocation,ParameterValue=0.0.0.0/0
ParameterKey=TagKey,ParameterValue=Name
ParameterKey=TagValue,ParameterValue=CodeDeployDemo --capabilities CAPABILITY_IAM

key (##)Name (##)はインスタンスのkey pair 名です。キーペアのファイル拡張子ではなく、キー
ペア名のみを入力します。
template-url は使用するリージョンの AWS CloudFormation テンプレートの場所です。
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Region

のロケーションAWS CloudFormationテンプレー
ト

米国東部(オハイオ)リージョン

http://s3-us-east-2.amazonaws.com/
aws-codedeploy-useast-2/templates/latest/
CodeDeploy_SampleCF_Template.json

米国東部（バージニア北部） リージョン

http://s3.amazonaws.com/
aws-codedeploy-useast-1/templates/latest/
CodeDeploy_SampleCF_Template.json

US West (N. California) Region

http://s3-us-west-1.amazonaws.com/
aws-codedeploy-uswest-1/templates/latest/
CodeDeploy_SampleCF_Template.json

米国西部 (オレゴン) リージョン

http://s3-us-west-2.amazonaws.com/
aws-codedeploy-uswest-2/templates/latest/
CodeDeploy_SampleCF_Template.json

カナダ (中部) リージョン

http://s3-cacentral-1.amazonaws.com/
aws-codedeploy-cacentral-1/templates/latest/
CodeDeploy_SampleCF_Template.json

欧州 (アイルランド) リージョン

http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/
aws-codedeploy-euwest-1/templates/latest/
CodeDeploy_SampleCF_Template.json

欧州 (ロンドン) リージョン

http://s3-eu-west-2.amazonaws.com/
aws-codedeploy-euwest-2/templates/latest/
CodeDeploy_SampleCF_Template.json

欧州（パリ）リージョン

http://s3-eu-west-3.amazonaws.com/
aws-codedeploy-euwest-3/templates/latest/
CodeDeploy_SampleCF_Template.json

欧州（フランクフルト）リージョン

http://s3-eucentral-1.amazonaws.com/
aws-codedeploy-eucentral-1/templates/latest/
CodeDeploy_SampleCF_Template.json

アジアパシフィック (香港) リージョン

http://s3-ap-east-1.amazonaws.com/
aws-codedeploy-apeast-1/templates/latest/
CodeDeploy_SampleCF_Template.json
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Region

のロケーションAWS CloudFormationテンプレー
ト

Asia Pacific (Tokyo) Region

http://s3-apnortheast-1.amazonaws.com/
aws-codedeploy-apnortheast-1/templates/latest/
CodeDeploy_SampleCF_Template.json

Asia Pacific (Seoul) Region

http://s3-apnortheast-2.amazonaws.com/
aws-codedeploy-apnortheast-2/templates/latest/
CodeDeploy_SampleCF_Template.json

アジアパシフィック (シンガポール) リージョン

http://s3-apsoutheast-1.amazonaws.com/
aws-codedeploy-apsoutheast-1/templates/latest/
CodeDeploy_SampleCF_Template.json

Asia Pacific (Sydney) Region

http://s3-apsoutheast-2.amazonaws.com/
aws-codedeploy-apsoutheast-2/templates/latest/
CodeDeploy_SampleCF_Template.json

アジアパシフィック (ムンバイ) リージョン

http://s3-ap-south-1.amazonaws.com/
aws-codedeploy-apsouth-1/templates/latest/
CodeDeploy_SampleCF_Template.json

南米 (サンパウロ) リージョン

aws-codedeploy-ap-northeast-1.s3.apeast-1.amazonaws.com/
templates/latest/
CodeDeploy_SampleCF_Template.json

このコマンドでは、AWS CloudFormationスタックの名前はですCodeDeployDemoStackで、AWS
CloudFormation指定した Amazon S3 バケットのテンプレートです。Amazon EC2 インスタンス
は、t1.micro インスタンスタイプに基づいていますが、任意のタイプを使用できます。このインスタ
ンスは、CodeDeployDemo の値でタグ付けされていますが、任意の値でタグ付けできます。指定さ
れたインスタンスのキーペアが適用されています。
2.

CodeDeployDemoStack という名前の AWS CloudFormation スタックが正しく作成されたことを確
認するには、describe-stacks コマンドを呼び出します。
aws cloudformation describe-stacks --stack-name CodeDeployDemoStack --query
"Stacks[0].StackStatus" --output text

CREATE_COMPLETE の値が返されるまで進まないでください。
Amazon EC2 インスタンスで CodeDeploy エージェントが実行されていることを確認するには、「」を参
照してください。管理 CodeDeploy エージェントのオペレーション (p. 181)をクリックし、「」に進みま
す。を使用してアプリケーションを作成 CodeDeploy (p. 269)。
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CodeDeploy で動作するように Amazon EC2 インスタ
ンスを設定する
以下の手順では、Amazon Linux、Ubuntu サーバー、Red Hat エンタープライズ Linux (RHEL)、または
Windows サーバーを実行して、CodeDeploy デプロイで使用する Amazon EC2 インスタンスを構成する方
法について説明します。

Note
Amazon EC2 インスタンスがない場合、AWS CloudFormationAmazon LinuxまたはWindows
Serverを実行しているものを起動するためのテンプレートです。Ubuntu Server または RHEL 用
のテンプレートは提供されていません。

ステップ 1: IAM インスタンスプロファイルが Amazon EC2 イン
スタンスにアタッチされていることを確認します。
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon EC2 コンソール (https://
console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Instances] の下にある [Instances] を選択します。

3.

一覧で Amazon EC2 インスタンスを参照して選択します。

4.

詳細ペインの [] の説明] タブで、[] の値を書き留めます。IAM ロール] フィールドで、次のセクション
に進みます。
フィールドが空の場合は、IAM インスタンスプロファイルをインスタンスにアタッチできます。詳細
については、 を参照してください。インスタンスへの IAM ロールのアタッチ。

ステップ 2: アタッチされた IAM インスタンスプロファイルに正
しいアクセス権限があることを確認します。
1.

IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択します。

3.

前のセクションの手順 4 で書き留める IAM ロールの名前を参照して選択します。

Note
「ステップ 2: CodeDeploy のサービスロールの作成 (p. 33)」の手順に従って作成したサービ
スロールの代わりに AWS CloudFormation テンプレートにより生成されたサービスロールを
使用する場合、次の点に注意してください。
私たちのいくつかのバージョンではAWS CloudFormationテンプレートの場合、生
成された Amazon EC2 インスタンスにアタッチされた IAM インスタンスプロファ
イルの表示名は、IAM コンソールの表示名と同じではありません。たとえば、IAM
インスタンスプロファイルの表示名がCodeDeploySampleStack-expnyi6InstanceRoleInstanceProfile-IK8J8A9123EX] というエントリがあり、IAM
コンソールの IAM インスタンスプロファイルがの表示名である可能性がありま
す。CodeDeploySampleStack-expnyi6-InstanceRole-C5P33V1L64EX。
IAM コンソールでインスタンスプロファイルを特定するには、のプレフィックスが表示され
ます。CodeDeploySampleStack-expnyi6-InstanceRoleどちらでも同じです。これら
の表示名が異なる理由に関する詳細については、「」を参照してください。インスタンスプ
ロファイル。
4.

[Trust Relationships] タブを選択します。にエントリーがない場合信頼されたエンティティそれは
読み取りアイデンティティプロバイダー ec2.amazonaws.com] というエントリがない場合は、この
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Amazon EC2 インスタンスを使用できません。停止し、の情報を使用して Amazon EC2 インスタンス
を作成します。CodeDeploy のインスタンスの操作 (p. 204)。
[] というエントリがある場合アイデンティティプロバイダー ec2.amazonaws.com] というエントリが
あり、GitHub リポジトリにのみアプリケーションを保存している場合は、次に「」までスキップしま
す。ステップ 3: Amazon EC2 インスタンスにタグをつける (p. 227)。
[] というエントリがある場合アイデンティティプロバイダー ec2.amazonaws.com] というエントリが
あり、Amazon S3 バケットにアプリケーションを保存する場合は、アクセス許可タブ。
5.

[Permissions policies (アクセス権限ポリシー)] エリアにポリシーがある場合は、ポリシー名を選択し
てから [Edit policy (ポリシーの編集)] を選択します。

6.

[JSON]タブを選択します。Amazon S3 バケットにアプリケーションを保存する場合
は、"s3:Get*"そして"s3:List*"は、指定されたアクションのリストにあります。
次のように表示されます。
{"Statement":[{"Resource":"*","Action":[
... Some actions may already be listed here ...
"s3:Get*","s3:List*"
... Some more actions may already be listed here ...
],"Effect":"Allow"}]}

または、次のように表示されます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
... Some actions may already be listed here ...
"s3:Get*",
"s3:List*"
... Some more actions may already be listed here ...
],
...
}
]

If "s3:Get*" および "s3:List*" が指定されたアクションのリストにない場合、[Edit] を選択し
て、それらを追加し、[Save] を選択します。("s3:Get*" または "s3:List*" のどちらかがリスト
の最後のアクションである場合、必ずアクションの後にコンマを追加して、ポリシードキュメントが
検証するようにします。)

Note
このポリシーを、Amazon EC2 インスタンスがアクセスする必要のある Amazon S3 バケッ
トにのみ制限することをお勧めします。CodeDeploy エージェントを含む Amazon S3 バケッ
トへのアクセスを必ず許可してください。そうしない場合、CodeDeploy エージェントがイ
ンスタンスにインストールされる、または更新されるときに、エラーが発生する可能性があ
ります。Amazon S3 の一部の CodeDeploy リソースキットバケットにのみアクセスする IAM
インスタンスプロファイルへのアクセスを許可するには、以下のポリシーを使用し、アクセ
スを除外するバケットの行を削除します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
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}

]

}

"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::replace-with-your-s3-bucket-name/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-us-east-2/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-us-east-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-us-west-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-us-west-2/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ca-central-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-eu-west-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-eu-west-2/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-eu-west-3/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-eu-central-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-east-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-northeast-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-northeast-2/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-southeast-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-southeast-2/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-south-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-sa-east-1/*"
]

ステップ 3: Amazon EC2 インスタンスにタグをつける
Amazon EC2 インスタンスにタグをつけて CodeDeploy がデプロイ中に見つけられるようにする方法に関
する詳細について、「」を参照してください。コンソールでタグを使用する] というエントリがあり、この
ページに戻ります。

Note
Amazon EC2 インスタンスには、任意のキーおよび値を使用してタグを付けます。インスタンス
にデプロイするとき、必ずこのキーと値を指定してください。

ステップ 4: のインストールAWS CodeDeployAmazon EC2 イン
スタンスのエージェント
CodeDeploy エージェントを Amazon EC2 インスタンスにインストールして、動作していることを確認す
る方法に関する詳細について、「」を参照してください。管理 CodeDeploy エージェントのオペレーショ
ン (p. 181)] というエントリがあり、を使用してアプリケーションを作成 CodeDeploy (p. 269)。

オンプレミスCodeDeploy 使用
オンプレミスインスタンスは、CodeDeploy エージェントを実行し、パブリックに接続できる物理デバイ
スです。AWSサービスエンドポイント。
CodeDeploy アプリケーションリビジョンをオンプレミスインスタンスにデプロイするには、2 つの主な
ステップがあります。
• ステップ 1— 各オンプレミスインスタンスを設定し、CodeDeploy に登録して、タグを付けます。
• ステップ 2— アプリケーションリビジョンをオンプレミスインスタンスにデプロイします。
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Note
サンプルアプリケーションリビジョンの作成と、正しく設定および登録されたオンプレミ
スインスタンスへのデプロイを試す場合は、「チュートリアル: CodeDeploy (Windows サー
バー、Ubuntu サーバー、または Red Hat エンタープライズ Linux) を使用してオンプレミス
インスタンスにアプリケーションをデプロイする (p. 99)」を参照してください。オンプレミ
スインスタンス、および CodeDeploy の使用方法の詳細については、「」を参照してくださ
い。Working with On-Premises Instances (p. 227)。
オンプレミスインスタンスをデプロイでそれ以上使用しない場合は、デプロイグループからオンプレミス
インスタンスタグを削除できます。より強力な方法としては、インスタンスからオンプレミスインスタン
スタグを削除します。明示的にオンプレミスインスタンスを登録解除し、デプロイでそれ以上使用されな
いようにすることもできます。詳細については、「CodeDeploy でのオンプレミスインスタンスオペレー
ションの管理 (p. 250)」を参照してください。
このセクションの手順では、デプロイで使用できるようにオンプレミスインスタンスを設定
し、CodeDeploy に登録してタグ付けする方法を説明します。また、このセクションでは、CodeDeploy を
使用してオンプレミスインスタンスについての情報を取得する方法や、デプロイする計画がなくなった後
にオンプレミスインスタンスの登録を解除する方法を説明します。
トピック
• オンプレミスインスタンスを設定するための前提条件 (p. 228)
• CodeDeploy でオンプレミスインスタンスを登録します (p. 229)
• CodeDeploy でのオンプレミスインスタンスオペレーションの管理 (p. 250)

オンプレミスインスタンスを設定するための前提条件
オンプレミスインスタンスを登録するには、次の前提条件を満たす必要があります。

Important
使用している場合オンプレミスインスタンスの登録コマンドを実行し、で生成される、定期的に
更新される一時的な認証情報AWS Security Token Service(AWS STS) では、他の前提条件があり
ます。詳細については、IAM セッション ARN 登録の前提条件 (p. 244) を参照してください。
デバイスの要件
CodeDeploy でオンプレミスインスタンスとして準備し、登録し、タグ付けするデバイスは、サポートさ
れている OS を実行している必要があります。リストについては、「 CodeDeploy エージェントで対応す
るオペレーティングシステム (p. 170)」を参照してください。
OS がサポートされていない場合、ニーズを満たすためCodeDeploy エージェントをオープンソースとして
利用できます。詳細については、「」を参照してください。CodeDeployGitHub のリポジトリー。
アウトバウンド通信
オンプレミスインスタンスはパブリックに接続できる必要があります。AWSCodeDeploy と通信するため
のサービスエンドポイント。
CodeDeploy エージェントはポート 443 経由で HTTPS を使用してアウトバウンドの通信をします。
管理コントロール
オンプレミスインスタンスの設定のためにオンプレミスインスタンスで使用するローカルまたはネット
ワークのアカウントは、sudoまたはroot(Ubuntu Server)、または、管理者 (Windows Server) として登録
します。
IAM アクセス許可
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オンプレミスインスタンスの登録に使用する IAM ID は、登録を完了するため (および必要に応じて登録を
削除するため) のアクセス許可を付与されている必要があります。
で説明したポリシーに加えてCodeDeploy の開始方法 (p. 33)の場合は、呼び出し元の IAM ID に以下の追加
のポリシーもアタッチ済みであることを確認します。IAM ポリシーをアタッチする方法については、IAM
ポリシーの管理を参照してください。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateAccessKey",
"iam:CreateUser",
"iam:DeleteAccessKey",
"iam:DeleteUser",
"iam:DeleteUserPolicy",
"iam:ListAccessKeys",
"iam:ListUserPolicies",
"iam:PutUserPolicy",
"iam:GetUser"
],
"Resource": "*"
}
]

CodeDeploy でオンプレミスインスタンスを登録しま
す
オンプレミスインスタンスを登録するには、リクエストを認証するために IAM ID を使用する必要がありま
す。使用する IAM ID と登録方法を以下のオプションから選択できます。
• リクエストを認証するため、IAM ユーザー ARN を使用します。
• を使用する登録します最も自動化された登録プロセスのために、コマンドを使用します。単一のオン
プレミスインスタンスを登録するのに最適です。詳細については、register コマンド (IAM ユーザー
ARN) を使用してオンプレミスインスタンスを登録します。 (p. 230) を参照してください。
• を使用するオンプレミスインスタンスの登録ほとんどの登録オプションを手動で設定するために、コ
マンドを使用します。少数のオンプレミスインスタンスを登録するのに適しています。詳細について
は、register-premises-instance コマンド (IAM ユーザー ARN) を使用してオンプレミスインスタンス
を登録します。 (p. 234) を参照してください。
• リクエストを認証するため、IAM ロール ARN を使用します。
• を使用するオンプレミスインスタンスの登録で生成される、定期的に更新される一時的な認証情報
を使用します。AWS Security Token Service(AWS STSほとんどの登録オプションを手動で設定する
ために。多数のオンプレミスインスタンスを登録するのに最適です。詳細については、register-onpremises-instance コマンド (IAM セッション ARN) を使用してオンプレミスインスタンスを登録しま
す。 (p. 243) を参照してください。
トピック
• register コマンド (IAM ユーザー ARN) を使用してオンプレミスインスタンスを登録します。 (p. 230)
• register-premises-instance コマンド (IAM ユーザー ARN) を使用してオンプレミスインスタンスを登録
します。 (p. 234)
• register-on-premises-instance コマンド (IAM セッション ARN) を使用してオンプレミスインスタンス
を登録します。 (p. 243)
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register コマンド (IAM ユーザー ARN) を使用してオンプレミス
インスタンスを登録します。
このセクションでは、最低限の労力でオンプレミスインスタンスをで設定してタグ付けする方法を説明し
ます。register コマンドは、単一の、または少数のオンプレミスインスタンスを処理する際に最も有用で
す。♪registerコマンドは、インスタンスを認証するために IAM ユーザー ARN を使用している場合のみで
す。使用することはできません。registerコマンドは、認証用の IAM セッション ARN を指定します。
使用する場合registerコマンドを使用すると、CodeDeploy で次のことを実行できます。
• で IAM ユーザーを作成します。AWS Identity and Access Managementオンプレミスインスタンスの場
合、コマンドで指定しない場合。
• IAM ユーザーの認証情報をオンプレミスインスタンスの設定ファイルに保存します。
• オンプレミスインスタンスを CodeDeploy で登録します。
• コマンドの一部にタグを指定した場合、オンプレミスインスタンスにタグを追加します。

Note
-オンプレミスインスタンスの登録コマンドは、登録しますコマンド。使用するにはregister-onpremises-instanceを使ったオンプレミスインスタンスの設定、登録、タグ付けをほとんど自分で
行いたい場合は、コマンドを使用します。-register-on-premises-instanceコマンドは、IAM ユー
ザー ARN の代わりに、IAM セッション ARN を使用してインスタンスを登録するオプションも
提供します。このアプローチは、大量のオンプレミスインスタンスがある場合、大きな利点とな
ります。具体的には、各オンプレミスインスタンスに IAM ユーザーを1つずつ作成しなくても、
単一の IAM セッション ARN を使用して複数のインスタンスを認証できます。詳細については、
「register-premises-instance コマンド (IAM ユーザー ARN) を使用してオンプレミスインスタン
スを登録します。 (p. 234)」および「register-on-premises-instance コマンド (IAM セッション
ARN) を使用してオンプレミスインスタンスを登録します。 (p. 243)」を参照してください。
トピック
• ステップ 1: のインストールと設定AWS CLIオンプレミスインスタンスで (p. 230)
• ステップ 2: register コマンドを呼び出します (p. 231)
• ステップ 3: インストールコマンドを呼び出します (p. 233)
• ステップ 4: オンプレミスインスタンスにアプリケーションリビジョンをデプロイします。 (p. 233)
• ステップ 5: オンプレミスインスタンスへのデプロイを追跡する (p. 234)

ステップ 1: のインストールと設定AWS CLIオンプレミスインスタンスで
1.

オンプレミスインスタンスに AWS CLI をインストールします。「」の指示に従って、のセットアッ
プAWS CLIのAWS Command Line Interfaceユーザーガイド。

Note
オンプレミスインスタンスを操作するための CodeDeploy コマンドは、で利用できま
す。AWS CLIバージョン1.7.19 およびそれ以降。AWS CLI がすでにインストールしてある場
合は、aws --version を呼び出してバージョンをチェックします。
2.

オンプレミスインスタンスに AWS CLI を設定します。「」の指示に従って、設定:AWS CLIにAWS
Command Line Interfaceユーザーガイド。

Important
を設定すると、AWS CLI（例えば、aws configureコマンド) を指定した場合、少なくとも
「以下を含む」を持つ IAM ユーザーのシークレットキー ID とシークレットアクセスキーを
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必ず指定します。AWSで指定したアクセス権限に加えて、アクセス許可オンプレミスイン
スタンスを設定するための前提条件 (p. 228)。これにより、オンプレミスインスタンスに
CodeDeploy エージェントをダウンロードしてインストールすることができます。アクセス
権限は次のようになります。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement" : [
{
"Effect" : "Allow",
"Action" : [
"codedeploy:*",
"iam:CreateAccessKey",
"iam:CreateUser",
"iam:DeleteAccessKey",
"iam:DeleteUser",
"iam:DeleteUserPolicy",
"iam:ListAccessKeys",
"iam:ListUserPolicies",
"iam:PutUserPolicy",
"iam:GetUser",
"tag:getTagKeys",
"tag:getTagValues",
"tag:GetResources"
],
"Resource" : "*"
},
{
"Effect" : "Allow",
"Action" : [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Resource" : [
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-us-east-2/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-us-east-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-us-west-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-us-west-2/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ca-central-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-eu-west-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-eu-west-2/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-eu-west-3/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-eu-central-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-east-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-northeast-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-northeast-2/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-southeast-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-southeast-2/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-south-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-sa-east-1/*"
]
}
]

ステップ 2: register コマンドを呼び出します
このステップでは、オンプレミスインスタンス自体からオンプレミスインスタンスを登録していることを
想定します。前のステップでの説明のとおり、AWS CLI がインストールされ設定された別のデバイスやイ
ンスタンスから、オンプレミスインスタンスを登録することもできます。
を使用するAWS CLIはを呼び出します登録しますコマンド、以下を指定します。
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• CodeDeploy に対してオンプレミスインスタンスを一意に識別する名前 (--instance-nameオプショ
ン)。

Important
後でオンプレミスインスタンスを識別するために、特にデバッグのため、オンプレミスイン
スタンスの一意な特徴を示す名前 (たとえば、もしあれば、シリアルナンバーや一意の内部ア
セット識別子など) を使用することを強くお勧めします。名前に MAC アドレスを指定した場
合、MAC アドレスにはコロン () などがCodeDeploy では許可しない文字が含まれることに注意
してください。:). 許可された文字の一覧については、「CodeDeploy 限界 (p. 445)」を参照
してください。
• 必要に応じて、このオンプレミスインスタンスと関連付ける既存の IAM ユーザーの ARN (--iamuser-arnオプション)。IAM ユーザーの ARN を取得するには、get-userコマンド、または、で IAM
ユーザー名を選択します。ユーザーIAM コンソールのセクションを開き、ユーザー ARN内の値概要セク
ションに追加します。このオプションを指定しない場合、CodeDeploy はに代わって IAM ユーザーを作
成します。AWSアカウントを作成し、オンプレミスインスタンスと関連付けます。

Important
--iam-user-arn オプションを指定する場合は、「ステップ 4: オンプレミスインスタンスに
設定ファイルを追加します。 (p. 238)」の説明にあるとおり、オンプレミスインスタンスの設
定ファイルを手動で作成することも必要です。
1 つのオンプレミスインスタンスのみに対し、IAM ユーザーを 1 人だけ関連付けることができ
ます。複数のオンプレミスインスタンスに 1 つの IAM ユーザーを関連付けようとすると、エ
ラー、オンプレミスインスタンスへのデプロイの失敗、またはオンプレミスインスタンスへの
デプロイが無期限の保留状態のままとなります。
• 必要に応じて、オンプレミスインスタンスタグのセット (--tagsオプション)。CodeDeploy が
デプロイ先の Amazon EC2 インスタンスのセットを識別するために CodeDeploy で使用するも
の)。各タグを Key=tag-key,Value=tag-value で指定します (例: Key=Name,Value=Beta
Key=Name,Value=WestRegion)。このオプションを指定しない場合、タグは登録されません。後でタ
グを登録するには、オンプレミスインスタンスへのタグの追加コマンド。
• オプションで、AWSオンプレミスインスタンスが CodeDeploy で登録されるリージョン (--regionオ
プション)。これは、に記載されているサポート対象のリージョンの 1 つである必要があるリージョン
とエンドポイントにAWS全般のリファレンス(たとえば、us-west-2). このオプションを指定しない場
合、デフォルトはです。AWSIAM ユーザーを呼び出したリージョンが使用されます。
以下はその例です。
aws deploy register --instance-name AssetTag12010298EX --iam-user-arn
arn:aws:iam::444455556666:user/CodeDeployUser-OnPrem --tags Key=Name,Value=CodeDeployDemoOnPrem --region us-west-2

register コマンドは次のことを行います。
1. 既存の IAM ユーザーを指定しない場合、は IAM ユーザーを作成して必要なアクセス権限を付与し、対
応するシークレットキーおよびシークレットアクセスキーを生成します。オンプレミスインスタンス
は、この IAM ユーザーとそのアクセス権限および認証情報を使用してCodeDeploy の認証および操作を
行います。
2. オンプレミスインスタンスを CodeDeploy で登録します。
3. 指定されている場合には、CodeDeploy で指定したタグを関連付けます。--tagsオプションでオンプレ
ミスインスタンス名を登録しました。
4. IAM ユーザーを作成した場合、は、の元のディレクトリに必要な設定ファイルも作成します。registerコ
マンドが呼び出されました。
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このコマンドでエラーが発生した場合、エラーメッセージが表示され、手動で残りのステップを完了す
る方法について説明します。そうでない場合は、成功メッセージが表示され、次のステップに示すとお
り、install コマンドを呼び出す方法について説明します。

ステップ 3: インストールコマンドを呼び出します
オンプレミスインスタンスから、AWS CLIはを呼び出しますインストールコマンド、以下を指定します。
• 設定ファイルへのパス (--config-file オプションで指定)。
• 必要に応じて、オンプレミスインスタンスにある既存の設定ファイルを置き換えるかどうか (-override-config オプションで指定)。指定しない場合、既存の設定ファイルは置き換えられませ
ん。
• オプションで、AWSオンプレミスインスタンスが CodeDeploy で登録されるリージョン (--regionオ
プション)。これは、に記載されているサポート対象のリージョンの 1 つである必要があるリージョン
とエンドポイントにAWS全般のリファレンス(たとえば、us-west-2). このオプションを指定しない場
合、デフォルトはです。AWSIAM ユーザーを呼び出したリージョンが使用されます。
• 必要に応じて、CodeDeploy エージェントのインストール元のカスタムロケーション (--agentinstallerオプション)。このオプションは、CodeDeploy が公式にはサポートしていない CodeDeploy
エージェントのカスタムバージョンのインストールに使用できます (CodeDeployGitHub のリポジト
リ)。値は、次のいずれかを含む Amazon S3 バケットへのパスである必要があります:
• CodeDeploy エージェントのインストールスクリプト (Linux または Unix ベースの OS
用)。CodeDeployGitHub のリポジトリ)。
• CodeDeploy エージェントインストーラパッケージ (.msi) ファイル (Windows ベースの OS 用)。
このオプションを指定しない場合、CodeDeploy は独自の場所から、オンプレミスインスタンスの OS
と互換性のある正式にサポートされているバージョンの CodeDeploy エージェントをインストールしよ
うとします。
以下はその例です。
aws deploy install --override-config --config-file /tmp/codedeploy.onpremises.yml --region
us-west-2 --agent-installer s3://aws-codedeploy-us-west-2/latest/codedeploy-agent.msi

install コマンドは次のことを行います。
1. オンプレミスインスタンスが Amazon EC2 インスタンスかどうかを確認します。そうである場合は、
エラーメッセージが表示されます。
2. オンプレミスインスタンス設定ファイルを、インスタンスの指定された場所から、CodeDeploy エー
ジェントが見つけそうな場所にコピーします (まだその場所にない場合)。
Ubuntu Server および Red Hat Enterprise Linux (RHEL) の場合、これは/etc/codedeploy-agent/
conf/codedeploy.onpremises.yml。
Windows Serverの場合、これはC:\ProgramData\Amazon\CodeDeploy\conf.onpremises.yml。
--override-config オプションを指定した場合は、ファイルを作成または上書きします。
3. オンプレミスインスタンスに CodeDeploy エージェントをインストールし、起動します。

ステップ 4: オンプレミスインスタンスにアプリケーションリビジョンをデプロイ
します。
登録され、タグ付けされたオンプレミスインスタンスにアプリケーションリビジョンをデプロイする準備
ができました。
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Amazon EC2 インスタンスにアプリケーションリビジョンをデプロイするのと同様の方法でオンプレミ
スインスタンスにアプリケーションリビジョンをデプロイします。手順については、CodeDeploy を使用
してデプロイを作成する (p. 318) を参照してください。これらの指示は、アプリケーションの作成、
開発グループの作成、およびアプリケーションリビジョンの準備を含む前提条件と関連しています。シ
ンプルなサンプルアプリケーションリビジョンをデプロイすることが必要な場合は、チュートリアル:
CodeDeploy (Windows サーバー、Ubuntu サーバー、または Red Hat エンタープライズ Linux) を使用して
オンプレミスインスタンスにアプリケーションをデプロイする (p. 99) の ステップ 2: サンプルアプリケー
ションリビジョンを作成する (p. 100) で説明してあるものを作成できます。

Important
オンプレミスインスタンスを対象としたデプロイグループの作成の一部として、既
存の CodeDeploy サービスロールを再利用する場合は、以下を含める必要がありま
す。Tag:get*にActionサービスロールのポリシーステートメントの一部。詳細については、
「ステップ 2: CodeDeploy のサービスロールの作成 (p. 33)」を参照してください。

ステップ 5: オンプレミスインスタンスへのデプロイを追跡する
登録されタグ付けされたオンプレミスインスタンスへアプリケーションリビジョンをデプロイした後、デ
プロイの進行状況を追跡できます。
Amazon EC2 インスタンスへのデプロイの追跡と同様の方法でオンプレミスインスタンスへのデプロイ
の追跡をします。手順については、CodeDeploy デプロイの詳細を表示する (p. 333) を参照してくださ
い。
他のオプションについては、「CodeDeploy でのオンプレミスインスタンスオペレーションの管
理 (p. 250)」を参照してください。

register-premises-instance コマンド (IAM ユーザー ARN) を使用
してオンプレミスインスタンスを登録します。
認証に固定 IAM ユーザー認証情報を使って、でオンプレミスインスタンスの設定、登録、タグ付けをほと
んど自分で行う場合は、これらの手順に従います。
トピック
• ステップ 1: オンプレミスインスタンスの IAM ユーザーを作成します。 (p. 234)
• ステップ 2: IAM ユーザーにアクセス許可を割り当てます。 (p. 235)
• ステップ 3: IAM ユーザー認証情報を取得する (p. 237)
• ステップ 4: オンプレミスインスタンスに設定ファイルを追加します。 (p. 238)
• ステップ 5: AWS CLI のインストールと設定 (p. 239)
• ステップ 6: AWS_REGION 環境変数を設定する (Ubuntu Server および RHEL のみ) (p. 241)
• ステップ 7: CodeDeploy エージェントをインストールする (p. 241)
• ステップ 8: オンプレミスインスタンスをCodeDeploy に登録します。 (p. 241)
• ステップ 9: オンプレミスインスタンスにタグ付けする (p. 242)
• ステップ 10: オンプレミスインスタンスにアプリケーションリビジョンをデプロイします。 (p. 242)
• ステップ 11: オンプレミスインスタンスへのデプロイを追跡する (p. 243)

ステップ 1: オンプレミスインスタンスの IAM ユーザーを作成します。
認証や CodeDeploy とのやり取りにオンプレミスインスタンスが使用する IAM ユーザーを作成します。

Important
それぞれの参加しているオンプレミスインスタンスに対して個別の IAM ユーザーを作成する必要
があります。複数のオンプレミスインスタンスに対して個々の IAM ユーザーを再利用しようとす
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ると、CodeDeploy でこれらのオンプレミスインスタンス登録やタグ付けができない場合があり
ます。それらのオンプレミスインスタンスへのデプロイは、無期限の保留状態のまま、または完
全にエラーとなる場合があります。
IAM ユーザーに、CodeDeployUser-onPrem など、目的を識別するための名前を割り当てることをお勧め
します。
♪AWS CLIまたは IAM コンソールを使用して IAM ユーザーを作成します。詳細については、 を参照して
ください。で IAM ユーザーを作成するAWSアカウント。

Important
使用するかどうかAWS CLIまたは IAM コンソールで新しい IAM ユーザーを作成するには、ユー
ザーに提供されるユーザー ARN をメモしておきます。この情報は後に ステップ 4: オンプレミス
インスタンスに設定ファイルを追加します。 (p. 238) と ステップ 8: オンプレミスインスタンス
をCodeDeploy に登録します。 (p. 241) で必要になります。

ステップ 2: IAM ユーザーにアクセス許可を割り当てます。
オンプレミスインスタンスが Amazon S3 バケットからアプリケーションリビジョンをデプロイする
場合、IAM ユーザーにそれらのバケットと対話するためのアクセス権限を割り当てる必要がありま
す。♪AWS CLIまたは IAM コンソールを使用してアクセス権限を割り当てます。

Note
GitHub リポジトリからのみアプリケーションリビジョンをデプロイする場合は、このステップを
飛ばして ステップ 3: IAM ユーザー認証情報を取得する (p. 237) へ進んでください。(「」で作
成した IAM ユーザーについての情報はまだ必要です。ステップ 1: オンプレミスインスタンスの
IAM ユーザーを作成します。 (p. 234)。 後のステップで使用します。)

アクセス権限 (CLI) を割り当てるには
1.

を呼び出すのに使用している Amazon EC2 インスタンスまたはデバイスに、以下のポリシーの内容を
含むファイルを作成します。AWS CLI。ファイルに CodeDeploy-OnPrem-Permissions.json の
ような名前を付けて、ファイルを保存します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]

Note
このポリシーを、オンプレミスインスタンスがアクセスする必要のある Amazon S3 バケッ
トにのみ制限することをお勧めします。このポリシーを制限する場合は、「」が含まれてい
る Amazon S3 バケットへのアクセスを許可することも確認します。AWS CodeDeployエー
ジェント。そうしない場合、CodeDeploy エージェントが関連するオンプレミスインスタン
スにインストールされる、または更新されるたびに、エラーが発生する可能性があります。
以下はその例です。
{
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}

2.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::replace-with-your-s3-bucket-name/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-us-east-2/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-us-east-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-us-west-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-us-west-2/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ca-central-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-eu-west-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-eu-west-2/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-eu-west-3/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-eu-central-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-east-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-northeast-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-northeast-2/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-southeast-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-southeast-2/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-south-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-sa-east-1/*"
]
}
]

を呼び出します。put-user-policyコマンドで、IAM ユーザーの名前を指定します。--user-nameオ
プション)、ポリシーの名前 (--policy-nameオプション）、および新しく作成されたポリシー
ドキュメントへのパス（--policy-documentオプション)。たとえば、CodeDeploy-OnPremPermissions.json というファイルが、コマンドを呼び出しているのと同じディレクトリ (フォル
ダ) にあるとします。

Important
ファイル名の前に必ず file:// を含めてください。このコマンドでは必須です。
aws iam put-user-policy --user-name CodeDeployUser-OnPrem --policy-name CodeDeployOnPrem-Permissions --policy-document file://CodeDeploy-OnPrem-Permissions.json

アクセス権限を割り当てるには (コンソール)
1.

IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Policies] を選択し、[Create Policy] を選択します。([Get Started] ボタンが
表示された場合は、そのボタンを選択してから、[Create Policy] を選択します)。

3.

[Create Your Own Policy] (独自のポリシーを作成) の横で、[Select] (選択) を選択します。

4.

[ポリシー名] ボックスに、このポリシーの名前を入力します (CodeDeploy-OnPrem-Permissions
など)。

5.

左ポリシードキュメント[] ボックスに、以下のアクセス権限の式を入力するか貼り付けること
で、AWS CodeDeployのポリシーで指定されたどの Amazon S3 バケットからでも IAM ユーザーアカ
ウントに代わって、オンプレミスインスタンスにアプリケーションリビジョンをデプロイするには、
以下を実行します。
{

"Version": "2012-10-17",

API バージョン 2014-10-06
236

AWS CodeDeploy ユーザーガイド
オンプレミスインスタンスの登録

}

"Statement": [
{
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]

6.

[Create Policy] (ポリシーの作成) を選択します。

7.

ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー) を選択します。

8.

ユーザーのリストで、で作成した IAM ユーザーを探して選択します。ステップ 1: オンプレミスイン
スタンスの IAM ユーザーを作成します。 (p. 234)。

9.

[Permissions] タブを開き、[Managed Policies] で [Attach Policy] を選択します。

10. CodeDeploy-OnPrem-Permissions という名前のポリシーを選択した後、[ポリシーのアタッチ] を
選択します。

ステップ 3: IAM ユーザー認証情報を取得する
IAM ユーザーのシークレットキー ID およびシークレットアクセスキーを取得します。これは、ステップ
4: オンプレミスインスタンスに設定ファイルを追加します。 (p. 238) で必要になります。♪AWS CLIま
たは IAM コンソールを使用してシークレットキー ID およびシークレットアクセスキーを取得します。

Note
すでにシークレットキー ID およびシークレットアクセスキーがある場合、このステップを飛ばし
て ステップ 4: オンプレミスインスタンスに設定ファイルを追加します。 (p. 238) へ進んでくだ
さい。

認証情報 (CLI) を取得するには
1.

を呼び出します。リストアクセスキーコマンドで、IAM ユーザーの名前を指定します。--usernameオプション）、アクセスキー ID だけを照会する（--queryそして--outputオプション)。以下
はその例です。
aws iam list-access-keys --user-name CodeDeployUser-OnPrem --query
"AccessKeyMetadata[*].AccessKeyId" --output text

2.

キーが出力に表示されないか、1 つのキーについての情報だけが出力に表示されたら、create accesskeyコマンドで、IAM ユーザーの名前を指定します。--user-nameオプション):
aws iam create-access-key --user-name CodeDeployUser-OnPrem

create-access-key コマンドを呼び出した出力で、AccessKeyId フィールドおよび
SecretAccessKey フィールドの値をメモします。この情報は ステップ 4: オンプレミスインスタン
スに設定ファイルを追加します。 (p. 238) で必要になります。

Important
このシークレットアクセスキーにアクセスできるのは、この時だけです。このシークレット
アクセスキーを忘れた、またはアクセスできなくなった場合、ステップ 3: IAM ユーザー認証
情報を取得する (p. 237) のステップに従い、新しいキーを生成する必要があります。
3.

2 つのアクセスキーが既にリストされている場合は、delete access-keyコマンドで、IAM ユーザーの
名前を指定します。--user-nameオプション）、および削除するアクセスキーの ID（--accessAPI バージョン 2014-10-06
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key-idオプション)。それから、このステップの前のほうにある説明のとおり、create-access-key コ
マンドを呼び出します。delete-access-key コマンドを呼び出す例は以下のとおりです。
aws iam delete-access-key --user-name CodeDeployUser-OnPrem --access-key-id access-keyID

Important
を呼び出したらdelete-access-keyのコマンドでこれらのアクセスキーの 1 つを削除しま
す。また、オンプレミスインスタンスが「」にある説明のとおりにすでにそのアクセス
キーを使用しています。ステップ 4: オンプレミスインスタンスに設定ファイルを追加しま
す。 (p. 238)の場合は、ステップ 4: オンプレミスインスタンスに設定ファイルを追加しま
す。 (p. 238)再び、この IAM ユーザーと関連付けられた異なるアクセスキー ID およびシー
クレットアクセスキーを指定します。そうしない場合、そのオンプレミスインスタンスへの
デプロイは、無期限の保留状態のまま、または完全にエラーとなる可能性があります。

認証情報を取得するには (コンソール)
1.

2.

a.

IAM コンソール(https://console.aws.amazon.com/iam/)を開きます。

b.

ユーザーのリストがナビゲーションペインに表示されない場合は、[Users] を選択します。

c.

ユーザーのリストで、で作成した IAM ユーザーを探して選択します。ステップ 1: オンプレミス
インスタンスの IAM ユーザーを作成します。 (p. 234)。

[Security credentials] タブにキーが表示されていない場合、または 1 つしか表示されていない場合
は、[Create access key] を選択します。
2 つのアクセスキーが表示されている場合は、片方を削除する必要があります。片方のアクセスキー
の横にある [Delete] を選択した後、[Create access key] を選択します。

Important
[] を選択した場合削除片方のアクセスキーの横にある、「」で説明するように、オンプレミ
スインスタンスがすでにこのアクセスキーを使用しています。ステップ 4: オンプレミスイン
スタンスに設定ファイルを追加します。 (p. 238)の場合は、ステップ 4: オンプレミスイン
スタンスに設定ファイルを追加します。 (p. 238)再び、この IAM ユーザーと関連付けられ
た異なるアクセスキー ID およびシークレットアクセスキーを指定します。そうしない場合、
そのオンプレミスインスタンスへのデプロイは、無期限の保留状態のまま、または完全にエ
ラーとなる可能性があります。
3.

[Show] を選択し、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーをメモします。この情報は、次のス
テップで必要になります。または、[Download .csv file] を選択して、アクセスキー ID とシークレット
アクセスキーのコピーを保存することができます。

Important
認証情報をメモする、または、ダウンロードするのでない限り、このシークレットアクセス
キーにアクセスできるのは、この時だけです。このシークレットアクセスキーを忘れた、ま
たはアクセスできなくなった場合、ステップ 3: IAM ユーザー認証情報を取得する (p. 237)
のステップに従い、新しいキーを生成する必要があります。
4.

[Close] を選択して [Users > IAM User Name] ページに戻ります。

ステップ 4: オンプレミスインスタンスに設定ファイルを追加します。
ルートまたは管理者権限を使用して、オンプレミスインスタンスに設定ファイルを追加します。
この設定ファイルは、IAM ユーザーの認証情報、およびターゲットを宣言するために使用しま
す。AWSCodeDeploy に使用するリージョン。ファイルは、オンプレミスインスタンスの指定の場所に追
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スキー、およびターゲットを含める必要があります。AWSリージョン。ファイルは特定の形式に従ってい
る必要があります。
1.

という名前のファイルを作成します。codedeploy.onpremises.yml(Ubuntu サーバーまたは
RHEL オンプレミスインスタンスの場合) またはconf.onpremises.yml(Windows Server オンプレ
ミスインスタンスの場合) は、オンプレミスインスタンスの以下の場所にあります。
• Ubuntu Server の場合:/etc/codedeploy-agent/conf
• Windows Server の場合:C:\ProgramData\Amazon\CodeDeploy

2.

テキストエディタを使用して、新しく作成した codedeploy.onpremises.yml または
conf.onpremises.yml ファイルに次の情報を追加します。
--aws_access_key_id: secret-key-id
aws_secret_access_key: secret-access-key
iam_user_arn: iam-user-arn
region: supported-region

各パラメータの意味は次のとおりです。
• #### ID「」でメモした、対応する IAM ユーザーのシークレットキー ID ですかステップ 1: オンプ
レミスインスタンスの IAM ユーザーを作成します。 (p. 234)またはステップ 3: IAM ユーザー認証
情報を取得する (p. 237)。
• ############「」でメモした IAM ユーザーのシークレットアクセスキーはありますかステップ
1: オンプレミスインスタンスの IAM ユーザーを作成します。 (p. 234)またはステップ 3: IAM ユー
ザー認証情報を取得する (p. 237)。
• iam-user-arn は、「ステップ 1: オンプレミスインスタンスの IAM ユーザーを作成しま
す。 (p. 234)」で先にメモした IAM ユーザーの ARN です。
• ############CodeDeploy アプリケーション、デプロイグループ、およびアプリケーションリビ
ジョンがある CodeDeploy でサポートされているリージョンの識別子を指定します (たとえば、uswest-2). リージョンのリストについては、リージョンとエンドポイントのAWS全般のリファレン
ス。

Important
[] を選択した場合削除[] のアクセスキーの横にあるステップ 3: IAM ユーザー認証情報を取
得する (p. 237)また、オンプレミスインスタンスがすでに関連するアクセスキー ID およ
びシークレットアクセスキーを使用している場合は、「」の手順に従わなければなりませ
ん。ステップ 4: オンプレミスインスタンスに設定ファイルを追加します。 (p. 238)をク
リックして、この IAM ユーザーと関連付けられた異なるアクセスキー ID およびシークレッ
トアクセスキーを指定します。そうしない場合、オンプレミスインスタンスへのデプロイ
は、無期限の保留状態のまま、または完全にエラーとなる可能性があります。

ステップ 5: AWS CLI のインストールと設定
オンプレミスインスタンスに AWS CLI をインストールして設定します。(AWS CLIで使われるステップ
7: CodeDeploy エージェントをインストールする (p. 241)をオンプレミスインスタンスに CodeDeploy
エージェントをダウンロードしてインストールします。)
1.

をインストールするにはAWS CLIオンプレミスインスタンスで、「」の手順に従います。のセット
アップAWS CLIのAWS Command Line Interfaceユーザーガイド。
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Note
オンプレミスインスタンスで使用するための CodeDeploy コマンドは、のバージョン 1.7.19
で使用できるようになりました。AWS CLI。すでにインストールしている AWS CLI のバー
ジョンがある場合は、aws --version コマンドを呼び出してバージョンを確認できます。
2.

を設定するにはAWS CLIオンプレミスインスタンスで、「」の手順に従います。設定:AWS
CLIのAWS Command Line Interfaceユーザーガイド。

Important
を設定するとAWS CLI（例えば、aws configureコマンド) を使用する場合は、少なくとも、
以下を持つ IAM ユーザーのシークレットキー ID およびシークレットアクセスキーを必ず
指定します。AWSで指定したアクセス権限に加えて、アクセス許可オンプレミスインス
タンスを設定するための前提条件 (p. 228)。これにより、オンプレミスインスタンスに
CodeDeploy エージェントをダウンロードしてインストールすることができます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement" : [
{
"Effect" : "Allow",
"Action" : [
"codedeploy:*"
],
"Resource" : "*"
},
{
"Effect" : "Allow",
"Action" : [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Resource" : [
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-us-east-2/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-us-east-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-us-west-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-us-west-2/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ca-central-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-eu-west-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-eu-west-2/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-eu-west-3/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-eu-central-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-east-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-northeast-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-northeast-2/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-southeast-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-southeast-2/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-ap-south-1/*",
"arn:aws:s3:::aws-codedeploy-sa-east-1/*"
]
}
]

これらのアクセス権限は、「」で作成した IAM ユーザーのいずれかに割り当てることがで
きます。ステップ 1: オンプレミスインスタンスの IAM ユーザーを作成します。 (p. 234)ま
たは、別の IAM ユーザーに。これらのアクセス権限を IAM ユーザーに割り当てるには、
「」の手順に従います。ステップ 1: オンプレミスインスタンスの IAM ユーザーを作成しま
す。 (p. 234)をクリックします。このステップ中のアクセス権限の代わりにこれらのアクセ
ス権限を使用します。
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ステップ 6: AWS_REGION 環境変数を設定する (Ubuntu Server および RHEL の
み)
オンプレミスインスタンスで Ubuntu Server または RHEL を実行していない場合は、このステップ
をスキップして「」へ進んでください。ステップ 7: CodeDeploy エージェントをインストールする
(p. 241)。
CodeDeploy エージェントを Ubuntu Server または RHEL オンプレミスインスタンスにインストールし、
新しいバージョンが使用可能になったらいつでもCodeDeploy エージェントを更新するようにインスタ
ンスを有効にします。これを行うには、AWS_REGIONインスタンスの環境変数で、CodeDeploy でサポー
トされているリージョンの識別子を指定します。CodeDeploy アプリケーション、デプロイグループ、お
よびアプリケーションリビジョンのあるリージョンの値に設定することをお勧めします (たとえば、uswest-2). リージョンのリストについては、リージョンとエンドポイントのAWS全般のリファレンス。
環境変数を設定するには、端末から以下を呼び出します。
export AWS_REGION=supported-region

supported-region がリージョンの識別子である場所 (例:us-west-2)。

ステップ 7: CodeDeploy エージェントをインストールする
オンプレミスインスタンスに、CodeDeploy エージェントをインストールします。
• Ubuntu Server オンプレミスインスタンスの場合は、「」の手順に従います。のインストール
CodeDeploy Ubuntu サーバー用のエージェント (p. 187)をクリックし、このページに戻ります。
• RHEL オンプレミスインスタンスの場合は、「」の手順に従います。のインストール CodeDeploy
Amazon Linux または RHEL 用エージェントです。 (p. 186)をクリックし、このページに戻ります。
• Windows Server オンプレミスインスタンスの場合は、「」の手順に従います。のインストール
CodeDeploy Windows サーバー用エージェントです。 (p. 189)をクリックし、このページに戻ります。

ステップ 8: オンプレミスインスタンスをCodeDeploy に登録します。
このステップの手順では、オンプレミスインスタンス自体からオンプレミスインスタンスを登録している
ことを想定します。「ステップ 5: AWS CLI のインストールと設定 (p. 239)」で説明されているとおり、
オンプレミスインスタンスを、AWS CLI がインストールされて設定された別のデバイスまたはインスタン
スから登録できます。
を使用するAWS CLIをクリックして、オンプレミスインスタンスを CodeDeploy に登録し、デプロイで使
用できるようにします。
1.

を使用する前にAWS CLIの場合は、「」で作成した IAM ユーザーのユーザー ARN が必要です。ス
テップ 1: オンプレミスインスタンスの IAM ユーザーを作成します。 (p. 234)。ユーザー ARN が
まだない場合は、get-userコマンドで、IAM ユーザーの名前を指定します。--user-nameオプショ
ン)、ユーザ ARN だけを照会する（--queryそして--outputオプション):
aws iam get-user --user-name CodeDeployUser-OnPrem --query "User.Arn" --output text

2.

を呼び出します。オンプレミスインスタンスの登録コマンドで、以下を指定します。
• オンプレミスインスタンスを一意に識別する名前 (--instance-name オプションで指定)。

Important
オンプレミスインスタンスを識別するために、特にデバッグのため、オンプレミスインス
タンスの一意な特徴を示す名前 (たとえば、もしあれば、シリアルナンバーや内部アセット
識別子など) を指定することを強くお勧めします。名前として MAC アドレスを指定した場
合、MAC アドレスにはコロン () などが許可しない文字が含まれることに注意してくださ
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い。:). 許可された文字の一覧については、「CodeDeploy 限界 (p. 445)」を参照してく
ださい。
• 「」で作成した IAM ユーザーのユーザー ARNステップ 1: オンプレミスインスタンスの IAM ユー
ザーを作成します。 (p. 234)（と--iam-user-arnオプション)。
以下はその例です。
aws deploy register-on-premises-instance --instance-name AssetTag12010298EX --iamuser-arn arn:aws:iam::444455556666:user/CodeDeployUser-OnPrem

ステップ 9: オンプレミスインスタンスにタグ付けする
次のいずれかを使用できます。AWS CLIまたは、オンプレミスインスタンスにタグ付けするに
は、CodeDeploy コンソールを使用します。(CodeDeploy はオンプレミスインスタンスタグを使用してデ
プロイ中にデプロイターゲットを識別します。)

オンプレミスインスタンスにタグ付けするには (CLI)
•

を呼び出します。オンプレミスインスタンスへのタグの追加コマンドで、以下を指定します。
• オンプレミスインスタンスを一意に識別する名前 (--instance-names オプションで指定)。
• 使用するオンプレミスインスタンスのタグキーの名前とタグ値 (--tags オプションで指定)。名前
と値の両方を指定する必要があります。CodeDeploy は、値のみを持つオンプレミスインスタンス
タグを許可しません。
以下はその例です。
aws deploy add-tags-to-on-premises-instances --instance-names AssetTag12010298EX -tags Key=Name,Value=CodeDeployDemo-OnPrem

オンプレミスインスタンスにタグ付けするには (コンソール)
1.

にサインインします。AWS Management Consoleで、CodeDeploy コンソールを開きます。https://
console.aws.amazon.com/codedeploy。

Note

2.

で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使用してサインインしま
す。CodeDeploy の開始方法 (p. 33)。
[CodeDeploy] メニューで、[オンプレミスインスタンス。

3.

オンプレミスインスタンスのリストで、タグ付けするオンプレミスインスタンスの横にある矢印を選
択します。

4.

タグのリストで、目的のタグキーとタグ値を選択または入力します。タグキーとタグ値を入力するた
びに、別の行が表示されます。最大 10 個のタグにこれを繰り返すことができます。タグを削除する

5.

には、削除アイコンを選択します ( )。
タグを追加したら、[Update Tags] を選択します。

ステップ 10: オンプレミスインスタンスにアプリケーションリビジョンをデプロ
イします。
登録され、タグ付けされたオンプレミスインスタンスにアプリケーションリビジョンをデプロイする準備
ができました。
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アプリケーションリビジョンを Amazon EC2 インスタンスにデプロイするのと同様の方法でオンプレミス
インスタンスにアプリケーションリビジョンをデプロイします。手順については、CodeDeploy を使用し
てデプロイを作成する (p. 318) を参照してください。これらの指示には、アプリケーションの作成、開
発グループの作成、およびアプリケーションリビジョンの準備を含む前提条件へのリンクが含まれていま
す。シンプルなサンプルアプリケーションリビジョンをデプロイすることが必要な場合は、チュートリア
ル: CodeDeploy (Windows サーバー、Ubuntu サーバー、または Red Hat エンタープライズ Linux) を使用
してオンプレミスインスタンスにアプリケーションをデプロイする (p. 99) の ステップ 2: サンプルアプリ
ケーションリビジョンを作成する (p. 100) で説明してあるものを作成できます。

Important
オンプレミスインスタンスを対象としたデプロイグループの作成の一部として CodeDeploy サー
ビスロールを再利用する場合は、以下を含める必要があります。Tag:get*にActionサービス
ロールのポリシーステートメントの一部。詳細については、「ステップ 2: CodeDeploy のサービ
スロールの作成 (p. 33)」を参照してください。

ステップ 11: オンプレミスインスタンスへのデプロイを追跡する
登録されタグ付けされたオンプレミスインスタンスへアプリケーションリビジョンをデプロイした後、デ
プロイの進行状況を追跡できます。
オンプレミスインスタンスへのデプロイの追跡は、Amazon EC2 インスタンスへのデプロイの追跡と同様
の方法で追跡します。手順については、「CodeDeploy デプロイの詳細を表示する (p. 333)」を参照して
ください。

register-on-premises-instance コマンド (IAM セッション ARN) を
使用してオンプレミスインスタンスを登録します。
オンプレミスインスタンスの認証と登録を最大限にコントロールするには、オンプレミスインスタンスの
登録コマンドを実行し、定期的に更新される一時的な認証情報AWS Security Token Service(AWS STS). イ
ンスタンスの静的 IAM ロールは、更新されたこれらのロールを引き受けます。AWS STSCodeDeploy デプ
ロイ操作を実行するための資格情報。
多数のインスタンスを登録する必要がある場合は、このメソッドが最も役に立ちます。これによ
り、CodeDeploy で登録処理を自動化できます。自分の ID と認証システムを使用して、オンプレミスイン
スタンスを認証でき、CodeDeploy で使用するためにインスタンス IAM セッション認証情報をサービスか
らインスタンスへ配布できます。

Note
または、AWS STS AssumeRole API を呼び出してオンプレミスインスタンスのセッション認証情
報を取得するために、すべてのオンプレミスインスタンスに分散した共有 IAM ユーザーを使用す
ることもできます。このメソッドは安全性が低いため、本番稼働用またはミッションクリティカ
ルな環境での使用は推奨しません。
以下のトピックにある情報を参照し、AWS STS で生成された一時的なセキュリティ認証情報を使用して
オンプレミスインスタンスを設定します。
トピック
• IAM セッション ARN 登録の前提条件 (p. 244)
• ステップ 1: オンプレミスインスタンスが引き受ける IAM ロールを作成します。 (p. 244)
• ステップ 2: を使用して、個々のインスタンスの一時的な認証情報を生成します。AWS STS (p. 245)
• ステップ 3: オンプレミスインスタンスに設定ファイルを追加します。 (p. 246)
• ステップ 4: CodeDeploy デプロイ用のオンプレミスインスタンスの準備 (p. 247)
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• ステップ 5: オンプレミスインスタンスを CodeDeploy に登録する (p. 248)
• ステップ 6: オンプレミスインスタンスにタグ付けする (p. 248)
• ステップ 7: オンプレミスインスタンスにアプリケーションリビジョンをデプロイする (p. 249)
• ステップ 8: オンプレミスインスタンスへのデプロイを追跡する (p. 250)

IAM セッション ARN 登録の前提条件
オンプレミスインスタンスを設定するための前提条件 (p. 228) にリストされている前提条件に加えて、
次の追加の要件を満たす必要があります。
IAM アクセス許可
オンプレミスインスタンスを登録するのに使用する IAM 識別子には、CodeDeploy 操作を実行するための
アクセス権限が付与される必要があります。次のことを確認してください。AWSCodeDeployFullAccess管
理ポリシーが IAM ID にアタッチされます。詳細については、 を参照してください。AWSマネージドポリ
シーのIAM ユーザーガイド。
一時的な認証情報を更新するシステム
IAM セッション ARN を使用してオンプレミスインスタンスを登録する場合、一時的な認証情報を定期的
に更新する適切なシステムが必要です。一時的な認証情報は 1 時間後、または認証情報が生成されたとき
より短い時間が指定されていればそれより早く期限切れになります。認証情報を更新するためのメソッド
は 2 つあります。
• 方法 1: 企業ネットワーク内で ID および認証システムを適切な場所で使用し、CRON スクリプトを使っ
て ID および認証システムを定期的にポーリングし、最新のセッション認証情報をインスタンスへコピー
するようにします。これにより、認証とアイデンティティの構造をAWS組織で使用する認証タイプをサ
ポートするために CodeDeploy エージェントまたはサービスを変更する必要はありません。
• 方法 2: インスタンスで CRON ジョブを定期的に実行して、AWS STS AssumeRoleアクションを実行
し、セッション認証CodeDeploy ます。このメソッドでは、IAM ユーザーの使用、およびオンプレミス
インスタンスへの認証情報のコピーをする必要はありますが、多くのオンプレミスインスタンスで同じ
IAM ユーザーおよび認証情報を使用できます。
の作成と操作については、「」を参照してください。AWS STS認証情報、を参照してください。AWS
Security Token ServiceAPI リファレンスそして一時的なセキュリティ認証情報を使用したアクセスの要求
AWSリソース。

ステップ 1: オンプレミスインスタンスが引き受ける IAM ロールを作成します。
♪AWS CLIまたは IAM コンソールを使用して、CodeDeploy との認証および操作を行うためにオンプレミ
スインスタンスが使用する IAM ロールを作成します。
単一の IAM ロールのみを作成する必要があります。各オンプレミスインスタンスは、このロールに付与さ
れたアクセス権限を提供する一時認証情報を取得するためにこのロールを引き受けることができます。
作成するロールは、CodeDeploy エージェントをインストールするのに必要なファイルにアクセスするた
めに、以下のアクセス権限が必要です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
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}

]

}

"Effect": "Allow",
"Resource": "*"

このポリシーを、オンプレミスインスタンスがアクセスする必要のある Amazon S3 バケットにのみ制限
することをお勧めします。このポリシーを制限する場合、CodeDeploy エージェントを含む Amazon S3
バケットへのアクセスを許可することを確認します。そうしない場合、CodeDeploy エージェントがオン
プレミスインスタンスにインストールされる、または更新されるたびに、エラーが発生する可能性があり
ます。Amazon S3 バケットに対するアクセスのコントロールの詳細については、「」を参照してくださ
い。Amazon S3 リソースへのアクセス許可の管理。

IAM ロールを作成するには
1.

オプションを使用して create-role--role-name コマンドを呼び出し、IAM ロールの名前 (例:
CodeDeployInstanceRole) と --assume-role-policy-document オプションを指定してアク
セス権限を提供します。
このインスタンスの IAM ロールを作成するときは、CodeDeployInstanceRole という名前を付
け、CodeDeployRolePolicy.json という名前のファイルに必要なアクセス権限を含めます。
aws iam create-role --role-name CodeDeployInstanceRole --assume-role-policy-document
file://CodeDeployRolePolicy.json

2.

create-role コマンドを呼び出した出力で、ARN フィールドの値をメモします。以下はその例です。
arn:aws:iam::123456789012:role/CodeDeployInstanceRole

AWS STS AssumeRole API を使用して各インスタンスに短期的な認証情報を生成するには、ロール
ARN が必要です。
ロールの作成の詳細については、「」を参照してください。にアクセス許可を委任するロールの作成
AWSサービスにIAM ユーザーガイド。
既存のロールにアクセス権限を割り当てる方法については、を参照してください。put-rolepolicyにAWS CLIコマンドリファレンス。

ステップ 2: を使用して、個々のインスタンスの一時的な認証情報を生成しま
す。AWS STS
オンプレミスインスタンスの登録に使用する一時認証情報を生成する前に、一時認証情報を生成する IAM
ID (ユーザーまたはロール) を作成または選択する必要があります。sts:AssumeRole アクセス権限は、
この IAM ID のポリシーの設定に含める必要があります。
付与についての詳細sts:AssumeRoleIAM アイデンティティに対するアクセス許可。「」を参照してくだ
さい。にアクセス許可を委任するロールの作成AWSサービスそしてAssumeRole。
一時認証情報を生成するには、2 とおりの方法があります。
• を使用するロールの継算コマンドをAWS CLI。以下はその例です。
aws sts assume-role --role-arn arn:aws:iam::12345ACCOUNT:role/role-arn --role-sessionname session-name

各パラメータの意味は次のとおりです。
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• 12345ACCOUNT が組織の 12 桁のアカウント番号です。
• role-arn は、ステップ 1: オンプレミスインスタンスが引き受ける IAM ロールを作成しま
す。 (p. 244) で生成した引き受けるロールの ARN です。
• session-name は、現在作成しているロールセッションへ付ける名前です。

Note
ID と認証システムを定期的にポーリングして最新のセッション認証情報をインスタンスにコ
ピーする CRON スクリプトを使用している場合 (で説明している一時認証情報を更新するメ
ソッド 1)IAM セッション ARN 登録の前提条件 (p. 244)) の代わりに、サポートされている任
意のものを使用できますAWS呼び出すSDKAssumeRole。
• が提供しているツールを使用します。AWS。
aws-codedeploy-session-helper ツールは、AWS STS 認証情報を生成しインスタンスに配置するファイ
ルに書き込みます。このツールは、IAM セッション ARN 登録の前提条件 (p. 244) で説明している一時
認証情報を更新するメソッド 2 に最適です。このメソッドでは、aws-codedeploy-session-helper ツール
は、各インスタンスに配置され、IAM ユーザーのアクセス権限を使用してコマンドを実行します。各イ
ンスタンスは、このツールとともに同じ IAM ユーザーの認証情報を使用します。
詳細については、aws-codedeploy-session-helper GitHub リポジトリを参照してください。

Note
IAM セッション認証情報を作成した後、オンプレミスインスタンスの任意の場所に保存しま
す。次のステップで、この場所の認証情報にアクセスするように、CodeDeploy エージェント
を設定します。
続ける前に、定期的に一時認証情報を更新するために使用するシステムを確認します。一時認証情報が更
新されていない場合、オンプレミスインスタンスへのデプロイは失敗します。詳細については、IAM セッ
ション ARN 登録の前提条件 (p. 244) にある「一時認証情報を更新するシステム」を参照してください。

ステップ 3: オンプレミスインスタンスに設定ファイルを追加します。
ルートまたは管理者権限を使用して、オンプレミスインスタンスに設定ファイルを追加します。この設定
ファイルは、IAM 認証情報とターゲットを宣言するために使用されます。AWSCodeDeploy に使用する
リージョン。ファイルは、オンプレミスインスタンスの指定の場所に追加する必要があります。ファイル
には、IAM の一時セッション ARN、シークレットキー ID とシークレットアクセスキー、およびターゲッ
トが含まれている必要があります。AWSリージョン。

設定ファイルを追加するには
1.

という名前のファイルを作成します。codedeploy.onpremises.yml(Ubuntu サーバーまたは
RHEL オンプレミスインスタンスの場合) またはconf.onpremises.yml(Windows Server オンプレ
ミスインスタンスの場合) オンプレミスインスタンスの以下の場所にあります。
• Ubuntu Server の場合:/etc/codedeploy-agent/conf
• Windows Server の場合:C:\ProgramData\Amazon\CodeDeploy

2.

テキストエディタを使用して、新しく作成した codedeploy.onpremises.yml または
conf.onpremises.yml ファイルに次の情報を追加します。
--iam_session_arn: iam-session-arn
aws_credentials_file: credentials-file
region: supported-region

各パラメータの意味は次のとおりです。
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• iam-session-arn は、「ステップ 2: を使用して、個々のインスタンスの一時的な認証情報を生
成します。AWS STS (p. 245)」でメモしておいた IAM セッション ARN です。
• credentials-file は、ステップ 2: を使用して、個々のインスタンスの一時的な認証情報を生成
します。AWS STS (p. 245) でメモした一時セッション ARN の認証情報ファイルの場所です。
• ##############に示されているように、CodeDeploy がサポートするリージョンの1つで
す。リージョンとエンドポイントにAWS全般のリファレンス。

ステップ 4: CodeDeploy デプロイ用のオンプレミスインスタンスの準備
のインストールと設定AWS CLI
オンプレミスインスタンスに AWS CLI をインストールして設定します。(AWS CLIオンプレミスインスタ
ンスに CodeDeploy エージェントをダウンロードしてインストールするために使用されます。)
1. をインストールするにはAWS CLIオンプレミスインスタンスで、の手順に従います。のセットアップ
AWS CLIのAWS Command Line Interfaceユーザーガイド。

Note
オンプレミスインスタンスを操作するための CodeDeploy コマンドは、AWS CLI。すでにイン
ストールしている AWS CLI のバージョンがある場合は、aws --version コマンドを呼び出して
バージョンを確認できます。
2. を設定するにはAWS CLIオンプレミスインスタンスで、の手順に従います。設定:AWS CLIのAWS
Command Line Interfaceユーザーガイド。

Important
を設定するとAWS CLI（例えば、aws configureコマンド)、少なくとも「」に説明のあるアク
セス権限を持つ IAM ユーザーのシークレットキー ID とシークレットアクセスキーを必ず指定
します。IAM セッション ARN 登録の前提条件 (p. 244)。
AWS_REGION 環境変数を設定する (Ubuntu Server および RHEL のみ)
オンプレミスインスタンスで Ubuntu サーバーまたは RHEL を実行中でなければ、このステップをスキッ
プして「CodeDeploy エージェントをインストールする」へ進んでください。
Ubuntu サーバーまたは RHEL オンプレミスインスタンスに CodeDeploy エージェントをインストール
し、新しいバージョンが使用可能になったらいつでもCodeDeploy エージェントを更新するようにインス
タンスを有効にします。そのためには、AWS_REGIONCodeDeploy がサポートしているリージョンの識別
子を指定します。CodeDeploy アプリケーション、デプロイグループ、およびアプリケーションリビジョ
ンのあるリージョンの値に設定することをお勧めします (たとえば、us-west-2). リージョンのリストに
ついては「」リージョンとエンドポイントのAWS全般のリファレンス。
環境変数を設定するには、端末から以下を呼び出します。
export AWS_REGION=supported-region

supported-region がリージョンの識別子である場所 (例:us-west-2)。
CodeDeploy エージェントをインストールする
• Ubuntu Server オンプレミスインスタンスの場合は、の手順に従います。のインストール CodeDeploy
Ubuntu サーバー用のエージェント (p. 187)「」を参照してから、このページに戻ってください。
• オンプレミスインスタンスの場合は、の手順に従います。のインストール CodeDeploy Amazon Linux
または RHEL 用エージェントです。 (p. 186)「」を参照してから、このページに戻ってください。
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• Windows Server オンプレミスインスタンスの場合は、の手順に従います。のインストール CodeDeploy
Windows サーバー用エージェントです。 (p. 189)「」を参照してから、このページに戻ってください。

ステップ 5: オンプレミスインスタンスを CodeDeploy に登録する
このステップの手順では、オンプレミスインスタンス自体からオンプレミスインスタンスを登録している
ことを想定します。オンプレミスインスタンスを、AWS CLI がインストールされ設定してある別のデバイ
スまたはインスタンスから登録できます。
を使用するAWS CLIオンプレミスインスタンスを CodeDeploy に登録して、デプロイで使用できるように
します。
AWS CLI を使用するには、「ステップ 3: オンプレミスインスタンスに設定ファイルを追
加します。 (p. 246)」で作成した一時セッション認証情報の ARN が必要です。たとえ
ば、AssetTag12010298EX と指定したインスタンスの場合:
arn:sts:iam::123456789012:assumed-role/CodeDeployInstanceRole/AssetTag12010298EX

を呼び出します。オンプレミスインスタンスの登録コマンド、以下を指定します。
• オンプレミスインスタンスを一意に識別する名前 (--instance-name オプションで指定)。

Important
オンプレミスインスタンスを識別するために、特にデバッグのため、オンプレミスインスタン
スの一意な特徴を示す名前 (たとえば、もしあれば、STS 認証情報の session-name とシリアル
ナンバー、または内部アセット識別子など) を指定することを強くお勧めします。名前として
MAC アドレスを指定した場合、MAC アドレスにはコロン (:) などが許可しない文字が含まれる
ことに注意してください。許可された文字の一覧については、「CodeDeploy 限界 (p. 445)」
を参照してください。
• 複数のオンプレミスインスタンスを認証するために ステップ 1: オンプレミスインスタンスが引き受け
る IAM ロールを作成します。 (p. 244) で設定した IAM セッション ARN。
以下はその例です。
aws deploy register-on-premises-instance --instance-name name-of-instance --iam-session-arn
arn:aws:sts::account-id:assumed-role/role-to-assume/session-name

各パラメータの意味は次のとおりです。
• name-of-instance は、オンプレミスインスタンスを識別するのに使用する名前です
(例:AssetTag12010298EX)。
• account-id は、組織の 12 桁のアカウント IDです (例: 111222333444)。
• role-to-assume は、インスタンス用に作成した IAM ロールの名前です (例:
CodeDeployInstanceRole)。
• session-name は、ステップ 2: を使用して、個々のインスタンスの一時的な認証情報を生成しま
す。AWS STS (p. 245) で指定したセッションロールの名前です。

ステップ 6: オンプレミスインスタンスにタグ付けする
以下のいずれかを使用できます。AWS CLIまたは、オンプレミスインスタンスにタグ付けするに
は、CodeDeploy コンソールを使用します。(CodeDeploy はオンプレミスインスタンスタグを使用してデ
プロイ中にデプロイターゲットを識別します。)
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オンプレミスインスタンスにタグ付けするには (CLI)
•

を呼び出します。オンプレミスインスタンスへのタグの追加コマンド、以下を指定します。
• オンプレミスインスタンスを一意に識別する名前 (--instance-names オプションで指定)。
• 使用するオンプレミスインスタンスのタグキーの名前とタグ値 (--tags オプションで指定)。名前
と値の両方を指定する必要があります。CodeDeploy は値のみがあるオンプレミスインスタンスタ
グを許可しません。
以下はその例です。
aws deploy add-tags-to-on-premises-instances --instance-names AssetTag12010298EX -tags Key=Name,Value=CodeDeployDemo-OnPrem

オンプレミスインスタンスにタグ付けするには (コンソール)
1.

にサインインします。AWS Management Consoleで、CodeDeploy コンソールを開きます。https://
console.aws.amazon.com/codedeploy。

Note
で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使用してサインインしま
す。CodeDeploy の開始方法 (p. 33)。
2.

ナビゲーションペインで、[デプロイを選択し、オンプレミスインスタンス。

3.

オンプレミスインスタンスのリストで、タグ付けするオンプレミスインスタンスの名前を選択しま
す。

4.

タグのリストで、目的のタグキーとタグ値を選択または入力します。タグキーとタグ値を入力するた
びに、別の行が表示されます。最大 10 個のタグにこれを繰り返すことができます。タグを削除する
には、[削除] を選択します。

5.

タグを追加したら、[Update Tags] を選択します。

ステップ 7: オンプレミスインスタンスにアプリケーションリビジョンをデプロイ
する
登録され、タグ付けされたオンプレミスインスタンスにアプリケーションリビジョンをデプロイする準備
ができました。
Amazon EC2 インスタンスにアプリケーションリビジョンをデプロイするのと同様の方法でオンプレミス
インスタンスにアプリケーションリビジョンをデプロイします。手順については、CodeDeploy を使用し
てデプロイを作成する (p. 318) を参照してください。これらの指示には、アプリケーションの作成、開
発グループの作成、およびアプリケーションリビジョンの準備を含む前提条件へのリンクが含まれていま
す。シンプルなサンプルアプリケーションリビジョンをデプロイすることが必要な場合は、チュートリア
ル: CodeDeploy (Windows サーバー、Ubuntu サーバー、または Red Hat エンタープライズ Linux) を使用
してオンプレミスインスタンスにアプリケーションをデプロイする (p. 99) の ステップ 2: サンプルアプリ
ケーションリビジョンを作成する (p. 100) で説明してあるものを作成できます。

Important
オンプレミスインスタンスを対象としたデプロイグループの作成の一部として CodeDeploy サー
ビスロールを再利用する場合は、Tag:get*にActionサービスロールのポリシーステートメント
の一部。詳細については、「ステップ 2: CodeDeploy のサービスロールの作成 (p. 33)」を参照し
てください。
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ステップ 8: オンプレミスインスタンスへのデプロイを追跡する
登録されタグ付けされたオンプレミスインスタンスへアプリケーションリビジョンをデプロイした後、デ
プロイの進行状況を追跡できます。
オンプレミスインスタンスへのデプロイの追跡と同様の方法でオンプレミスAmazon EC2 へのデプロイの
追跡をします。手順については、「CodeDeploy デプロイの詳細を表示する (p. 333)」を参照してくださ
い。

CodeDeploy でのオンプレミスインスタンスオペレー
ションの管理
このセクションの手順では、CodeDeploy に登録したオンプレミスインスタンスに対するオペレーション
を管理します。オンプレミスインスタンスに関する情報の取得、タグの削除、アンインストール、登録解
除などのオペレーションが管理対象になります。
トピック
• 単一のオンプレミスインスタンスに関する情報を取得します。 (p. 250)
• 複数のオンプレミスインスタンスに関する情報を取得します。 (p. 251)
• オンプレミスインスタンスからオンプレミスインスタンスタグを手動で削除する (p. 251)
• CodeDeploy エージェントを自動でアンインストールし、オンプレミスインスタンスから設定ファイル
を削除します。 (p. 253)
• オンプレミスインスタンスを自動的に登録解除します。 (p. 253)
• オンプレミスインスタンスを手動で登録解除します。 (p. 254)

単一のオンプレミスインスタンスに関する情報を取得します。
CodeDeploy デプロイの詳細を表示する (p. 333) にある手順に従って、単一のオンプレミスインスタン
スに関する情報を取得できます。♪AWS CLIまたは CodeDeploy コンソールを使用して、単一のオンプレ
ミスインスタンスに関する情報を取得します。

単一のオンプレミスインスタンスについての情報を取得するには (CLI)
•

はを呼び出します。オンプレミスインスタンスの取得コマンド。オンプレミスインスタンスを一意に
識別する名前を指定します (--instance-nameオプション):
aws deploy get-on-premises-instance --instance-name AssetTag12010298EX

単一のオンプレミスインスタンスに関する情報を取得するには (コンソール)
1.

にサインインします。AWS Management Consoleで、CodeDeploy コンソールを開きます。https://
console.aws.amazon.com/codedeploy。

Note
で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使用してサインインしま
す。CodeDeploy の開始方法 (p. 33)。
2.

ナビゲーションペインで、[] を展開します。デプロイを選択し、オンプレミスインスタンス。

3.

オンプレミスインスタンスのリストで、詳細を表示するオンプレミスインスタンスの名前を選択しま
す。
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複数のオンプレミスインスタンスに関する情報を取得します。
CodeDeploy デプロイの詳細を表示する (p. 333) にある手順に従って、オンプレミスインスタンスに関
する情報を取得できます。♪AWS CLIまたは、CodeDeploy コンソールを使用して、オンプレミスインスタ
ンスに関する情報を取得します。

複数のオンプレミスインスタンスに関する情報を取得するには (CLI)
1.

オンプレミスインスタンス名のリストについては、オンプレミスインスタンスのリストコマンド、以
下を指定します。
• すべての登録または登録解除されたオンプレミスインスタンスに関する情報を取得するかどうか
(--registration-status オプションの Registered または Deregistered でそれぞれ指
定)。これを省略すると、登録されている、および登録解除されたオンプレミスインスタンスの名前
が両方とも返されます。
• 特定のオンプレミスインスタンスのタグが付けられたオンプレミスインスタンスに関する情報だ
けを取得するかどうか (--tag-filters オプションで指定)。各オンプレミスインスタンスタグ
で、Key、Value、および Type を指定します (常に KEY_AND_VALUE である必要があります)。複
数のオンプレミスインスタンスタグは、Key、Value、Type の間にスペースを入れて区切ります。
以下はその例です。
aws deploy list-on-premises-instances --registration-status Registered --tag-filters
Key=Name,Value=CodeDeployDemo-OnPrem,Type=KEY_AND_VALUE Key=Name,Value=CodeDeployDemoOnPrem-Beta,Type=KEY_AND_VALUE

2.

詳細については、バッチ-オンプレミスインスタンスの取得コマンドを使用して、オンプレミスインス
タンスの名前を指定します。--instance-namesオプション):
aws deploy batch-get-on-premises-instances --instance-names AssetTag12010298EX
AssetTag09920444EX

複数のオンプレミスインスタンスに関する情報を取得するには (コンソール)
1.

にサインインします。AWS Management Consoleで、CodeDeploy コンソールを開きます。https://
console.aws.amazon.com/codedeploy。

Note
で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使用してサインインしま
す。CodeDeploy の開始方法 (p. 33)。
2.

ナビゲーションペインで、[] を展開します。デプロイを選択し、オンプレミスインスタンス。
オンプレミスインスタンスに関する情報が表示されます。

オンプレミスインスタンスからオンプレミスインスタンスタグを
手動で削除する
通常、タグが使われなくなった場合や、タグに依存するデプロイグループからオンプレミスインスタンス
を削除する場合は、オンプレミスインスタンスからオンプレミスインスタンスタグを削除します。AWS
CLI または AWS CodeDeploy コンソールを使用してオンプレミスインスタンスからオンプレミスインスタ
ンスタグを削除できます。
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登録を解除する前にオンプレミスインスタンスからオンプレミスインスタンスタグを削除する必要はあり
ません。
オンプレミスインスタンスからオンプレミスインスタンスタグを手動で削除しても、インスタンスの登録
は解除されません。インスタンスから、CodeDeploy エージェントはアンインストールされません。イン
スタンスから設定ファイルは削除されません。インスタンスに関連付けられた IAM ユーザーは削除されま
せん。
自動的にオンプレミスインスタンスの登録を解除するには、オンプレミスインスタンスを自動的に登録解
除します。 (p. 253) を参照してください。
オンプレミスインスタンスの登録を手動で解除するには、オンプレミスインスタンスを手動で登録解除し
ます。 (p. 254) を参照してください。
CodeDeploy エージェントを自動でアンインストールし、設定ファイルをオンプレミスインスタンスから
削除するには、を参照してください。CodeDeploy エージェントを自動でアンインストールし、オンプレ
ミスインスタンスから設定ファイルを削除します。 (p. 253)。
オンプレミスインスタンスから、CodeDeploy エージェントのみを手動でアンインストールするには、
「」を参照してください。管理 CodeDeploy エージェントのオペレーション (p. 181)。
関連付けられた IAM ユーザーを手動で削除するには、「」を参照してください。から IAM ユーザーを削
除するAWSアカウント。

オンプレミスインスタンスから手動でオンプレミスインスタンスタグを削除するには (CLI)
•

はを呼び出します。オンプレミスインスタンスからタグを削除するで、以下を指定します。
• オンプレミスインスタンスを一意に識別する名前 (--instance-names オプションで指定)。
• 削除するタグの名前と値 (--tags オプションで指定)。
以下はその例です。
aws deploy remove-tags-from-on-premises-instances --instance-names AssetTag12010298EX
--tags Key=Name,Value=CodeDeployDemo-OnPrem

オンプレミスインスタンスから手動でオンプレミスインスタンスタグを削除するには (コンソー
ル)
1.

にサインインします。AWS Management Consoleで、CodeDeploy コンソールを開きます。https://
console.aws.amazon.com/codedeploy。

Note
で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使用してサインインしま
す。CodeDeploy の開始方法 (p. 33)。
2.

ナビゲーションペインで、[] を展開します。デプロイを選択し、オンプレミスインスタンス。

3.

オンプレミスインスタンスのリストで、タグを削除するオンプレミスインスタンスの名前を選択しま
す。

4.

[タグ] で、削除する各タグの横にある [削除] を選択します。

5.

タグを削除したら、[Update tags] を選択します。
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CodeDeploy エージェントを自動でアンインストールし、オンプ
レミスインスタンスから設定ファイルを削除します。
通常、CodeDeploy エージェントをアンインストールし、今後デプロイする予定がなければ、オンプレミ
スインスタンスから設定ファイルを削除します。

Note
CodeDeploy エージェントを自動でアンインストールし、設定ファイルをオンプレミスインスタ
ンスから削除しても、オンプレミスインスタンスの登録は解除されません。オンプレミスインス
タンスに関連付けられたオンプレミスインスタンスタグの関連付けは解除されません。オンプレ
ミスインスタンスに関連付けられた IAM ユーザーは削除されません。
自動的にオンプレミスインスタンスの登録を解除するには、オンプレミスインスタンスを自動的
に登録解除します。 (p. 253) を参照してください。
オンプレミスインスタンスの登録を手動で解除するには、オンプレミスインスタンスを手動で登
録解除します。 (p. 254) を参照してください。
オンプレミスインスタンスタグの関連付けを手動で解除するには、オンプレミスインスタンスか
らオンプレミスインスタンスタグを手動で削除する (p. 251) を参照してください。
オンプレミスインスタンスから、CodeDeploy エージェントを手動でアンインストールするに
は、「」を参照してください。管理 CodeDeploy エージェントのオペレーション (p. 181)。
関連付けられた IAM ユーザーを手動で削除するには、「」を参照してください。から IAM ユー
ザーを削除するAWSアカウント。
オンプレミスインスタンスから、AWS CLIはを呼び出します。アンインストールコマンド。
以下はその例です。
aws deploy uninstall

uninstall コマンドは次のことを行います。
1. オンプレミスインスタンスで実行中の CodeDeploy エージェントを停止します。
2. オンプレミスインスタンスから、CodeDeploy エージェントをアンインストールします。
3. オンプレミスインスタンスから設定ファイルを削除します。（Ubuntu ServerとRHELの場合、これは/
etc/codedeploy-agent/conf/codedeploy.onpremises.yml。 Windows Serverの場合、これ
はC:\ProgramData\Amazon\CodeDeploy\conf.onpremises.yml。）

オンプレミスインスタンスを自動的に登録解除します。
通常は、デプロイする計画がなくなった後、オンプレミスインスタンスの登録を解除します。オンプレミ
スインスタンスの登録を解除すると、オンプレミスインスタンスがデプロイグループのオンプレミスイン
スタンスタグの一部であっても、オンプレミスインスタンスはデプロイには含まれなくなります。AWS
CLI を使用してオンプレミスインスタンスの登録を解除できます。

Note
CodeDeploy コンソールを使用してオンプレミスインスタンスの登録を解除することはできま
せん。また、オンプレミスインスタンスの登録を解除しても、オンプレミスインスタンスに関
連付けられたオンプレミスインスタンスタグは解除されません。オンプレミスインスタンスか
ら、CodeDeploy エージェントはアンインストールされません。オンプレミスインスタンスの設
定ファイルはオンプレミスインスタンスから削除されません。
CodeDeploy コンソールを使用して、このセクションの一部 (ただしすべてではない) のアクティ
ビティを実行するには、CodeDeploy コンソールセクションの「」を参照してください。オンプ
レミスインスタンスを手動で登録解除します。 (p. 254)。
オンプレミスインスタンスタグの関連付けを手動で解除するには、オンプレミスインスタンスか
らオンプレミスインスタンスタグを手動で削除する (p. 251) を参照してください。
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CodeDeploy エージェントを自動でアンインストールし、設定ファイルをオンプレミスインス
タンスから削除するには、を参照してください。CodeDeploy エージェントを自動でアンインス
トールし、オンプレミスインスタンスから設定ファイルを削除します。 (p. 253)。
オンプレミスインスタンスから、CodeDeploy エージェントのみを手動でアンインストールする
には、「」を参照してください。管理 CodeDeploy エージェントのオペレーション (p. 181)。
を使用するAWS CLIはを呼び出します。登録を解除します。コマンド、以下を指定します。
• オンプレミスインスタンスを一意にCodeDeploy する名前 (--instance-nameオプション)。
• 必要に応じて、オンプレミスインスタンスに関連付けられた IAM ユーザーを削除するかどうか。デフォ
ルトの動作では、IAM ユーザーの削除が行われます。オンプレミスインスタンスに関連付けられた IAM
ユーザーを削除しない場合は、コマンドで --no-delete-iam-user オプションを指定します。
• オプションで、AWSオンプレミスインスタンスが、CodeDeploy にオンプレミスインスタンスを登録し
たリージョン (--regionオプション)。これは、にリストされたサポート対象のリージョンの 1 つであ
る必要があるリージョンとエンドポイントのAWS全般のリファレンス(たとえば、us-west-2). このオ
プションを指定しない場合、既定値AWSを呼び出す IAM ユーザーに関連付けられたリージョンが使用さ
れます。
インスタンスを登録解除し、ユーザーを削除する例:
aws deploy deregister --instance-name AssetTag12010298EX --region us-west-2

インスタンスを登録解除し、ユーザーを削除しない例:
aws deploy deregister --instance-name AssetTag12010298EX --no-delete-iam-user --region uswest-2

deregister コマンドは次のことを行います。
1. オンプレミスインスタンスを登録解除し、CodeDeploy します。
2. 指定した場合、オンプレミスインスタンスに関連付けられた IAM ユーザーを削除します。
オンプレミスインスタンスの登録解除後:
• コンソールにはすぐに表示されなくなります。
• 直後に同じ名前で別のインスタンスを作成できます。
このコマンドでエラーが発生した場合、エラーメッセージが表示され、手動で残りのステップを完了する
方法について説明します。それ以外の場合は、成功メッセージが表示され、uninstall コマンドを呼び出す
方法が説明されます。

オンプレミスインスタンスを手動で登録解除します。
通常は、デプロイする計画がなくなった後、オンプレミスインスタンスの登録を解除します。AWS CLI を
使用して手動でオンプレミスインスタンスの登録を解除します。
手動でオンプレミスインスタンスの登録を解除しても、CodeDeploy エージェントはアンインストールさ
れません。インスタンスから設定ファイルは削除されません。インスタンスに関連付けられた IAM ユー
ザーは削除されません。インスタンスに関連付けられるタグは削除されません。
CodeDeploy エージェントを自動でアンインストールし、設定ファイルをオンプレミスインスタンスから
削除するには、を参照してください。CodeDeploy エージェントを自動でアンインストールし、オンプレ
ミスインスタンスから設定ファイルを削除します。 (p. 253)。
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CodeDeploy エージェントのみを手動でアンインストールするには、「」を参照してください。管理
CodeDeploy エージェントのオペレーション (p. 181)。
関連付けられた IAM ユーザーを手動で削除するには、「」を参照してください。から IAM ユーザーを削
除するAWSアカウント。
関連付けられたオンプレミスインスタンスタグのみを手動で削除するには、オンプレミスインスタンスか
らオンプレミスインスタンスタグを手動で削除する (p. 251) を参照してください。
•

はを呼び出します。オンプレミスインスタンスの登録解除コマンド。オンプレミスインスタンスを一
意に識別する名前を指定します (--instance-nameオプション):
aws deploy deregister-on-premises-instance --instance-name AssetTag12010298EX

オンプレミスインスタンスの登録解除後:
• コンソールにはすぐに表示されなくなります。
• 直後に同じ名前で別のインスタンスを作成できます。

CodeDeploy を使用したインスタンスの詳細の表示
CodeDeploy コンソール、AWS CLIまたは、CodeDeploy API を使用して、デプロイで使用されているイン
スタンスの詳細を表示します。
CodeDeploy API アクションを使用したインスタンスの表示については、を参照してくださ
い。GetDeploymentInstance,ListDeploymentInstances, およびListOnPremisesInstances。
トピック
• インスタンスの詳細の表示 (コンソール) (p. 255)
• インスタンスの詳細の表示 (CLI) (p. 256)

インスタンスの詳細の表示 (コンソール)
インスタンスの詳細を表示するには:
1. にサインインします。AWS Management Consoleで、CodeDeploy コンソールを開きます。https://
console.aws.amazon.com/codedeploy。

Note
で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使用してサインインしま
す。CodeDeploy の開始方法 (p. 33)。
2. ナビゲーションペインで、[] を展開します。デプロイ[] を選択してから、デプロイ。

Note
エントリが表示されない場合は、正しいリージョンが選択されていることを確認してくださ
い。ナビゲーションバーで、リージョンセレクタで、に示すいずれかのリージョンを選択しま
す。リージョンとエンドポイントのAWS全般のリファレンス。CodeDeploy は、これらのリー
ジョンでのみサポートされています。
3. デプロイの詳細を表示するには、そのインスタンスのデプロイ ID を選択します。
4. デプロイのページの [インスタンスアクティビティ] セクションですべてのインスタンスを表示できま
す。
5. インスタンスの個別のデプロイライフサイクルイベントに関する詳細を表示するには、デプロイの詳細
ページの [Events] 列で、[View events] を選択します。
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Note
いずれかのライフサイクルイベントに対して [Failed] が表示された場合、インスタンスの詳細
ページで、[View logs]、[View in EC2]、またはその両方を選択します。トラブルシューティン
グのヒントについては、「インスタンスの問題のトラブルシューティング (p. 463)」を参照
してください。
6. Amazon EC2 インスタンスに関する詳細情報を確認する場合は、でインスタンスの ID を選択しま
す。インスタンス ID列でロードバランサーの ID をクリックします。

インスタンスの詳細の表示 (CLI)
AWS CLI を使用してインスタンスの詳細を表示するには、get-deployment-instance コマンドまたは
list-deployment-instances コマンドを呼び出します。
1 つのインスタンスに関する詳細を表示するには、デプロイメントインスタンスの取得コマンド、以下を
指定します。
• 一意のデプロイ ID。デプロイ ID を取得するには、deploymentコマンド。
• 一意のインスタンス ID。インスタンス ID を取得するには、リスト・デプロイメント・インスタンスコ
マンド。
デプロイで使用されているインスタンスの ID のリストを表示するには、リスト・デプロイメント・インス
タンスコマンド、以下を指定します。
• 一意のデプロイ ID。デプロイ ID を取得するには、deploymentコマンド。
• オプションで、デプロイの状態別に特定のインスタンス ID のみを含めるかどうか。(指定しない場合、
一致するすべてのインスタンス ID が、デプロイの状態にかかわらず表示されます。)

CodeDeploy インスタンスの状態
CodeDeploy はデプロイグループのインスタンスのヘルスステータスをモニタリングします。正常なイン
スタンスの数が、デプロイ中にデプロイグループに指定された正常なインスタンスの最小数を下回ると、
デプロイが失敗します。例えば、インスタンスの 85% がデプロイ中に正常な状態を維持する必要があり、
デプロイグループに 10 個のインスタンスが含まれている場合、1 つのインスタンスへのデプロイが失敗し
たときであっても、デプロイ全体が失敗します。これは、1 つのインスタンスがオフラインになり、最新
のアプリケーションリビジョンをインストールできるようになった時点で、正常に使用できるインスタン
ス数は既に 90% に低下しているためです。失敗したインスタンスと別のオフラインインスタンスを合わせ
ると、正常に使用できるインスタンス数は全体の 80% のみとなり、 CodeDeploy はデプロイ全体に失敗
します。
デプロイ全体が成功するには、以下が満たされている必要があります。
• CodeDeploy でデプロイの各インスタンスにデプロイできる。
• 少なくとも 1 つのインスタンスへのデプロイに成功する。つまり、デプロイ全体が成功するには、最小
限の正常なホストの値が 0 の場合であっても、少なくとも 1 つ以上のインスタンスへのデプロイに成功
する必要があります (1 つ以上のインスタンスが正常)。
正常なインスタンスに必要な最小数は、デプロイ設定の一部として定義されます。

Important
Blue/Green デプロイ中に、デプロイ設定と最小限の正常なホストの値は、元の環境ではなく置
き換え先環境のインスタンスに適用されます。ただし、元の環境のインスタンスがロードバラン
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サーから登録解除されている場合、1 つの元のインスタンスが正常な登録解除に失敗したときで
あっても、全体的なデプロイは失敗とマークされます。
CodeDeploy は、最小限の正常なホストの値を一般的に使用した 3 つのデフォルトのデプロイ設定を提供
します。
デフォルトのデプロイ設定名

事前定義された最小限の正常なホストの値

CodeDeployDefault。OneAtaTime

99%

CodeDeployDefault。HalfAtaTime

50%

CodeDeployDefault.AllAtOnce

0

デフォルトのデプロイ設定の詳細は、「CodeDeploy でデプロイ設定を使用する (p. 261)」で参照できま
す。
でカスタムデプロイ設定を作成できます CodeDeploy 独自の最小限の正常なホストの値を定義します。こ
れらの値は、次のオペレーションを使用して整数または割合 (%) として定義できます。
• としてminimum-healthy-hosts使用するバージョンcreate-deployment-configのコマンドAWS CLI。
• としてValueのMinimumHealthyHostsのデータ型 CodeDeploy API。
• としてMinimumHealthyHosts使用するバージョンAWS::CodeDeploy::DeploymentConfigでAWS
CloudFormationテンプレート。
トピック
• [Health status]（ヘルスステータス） (p. 257)
• 最小の正常なインスタンスとデプロイ (p. 258)

[Health status]（ヘルスステータス）
CodeDeploy は各インスタンスに 2 つのヘルスステータス値を割り当てます。リビジョンの状態そしてイ
ンスタンスの状態。
リビジョンの状態
リビジョンの状態は、現在インスタンスにインストールされているアプリケーションリビジョンに基
づきます。以下のステータス値があります。
• 現在: インスタンスにインストールされているリビジョンは、デプロイグループの前回成功したデプ
ロイのリビジョンに一致します。
• 旧: インスタンスにインストールされているリビジョンは、アプリケーションの以前のバージョンと
一致します。
• 不明: アプリケーションリビジョンはインスタンスに正常にインストールされていません。
インスタンスの状態
インスタンスの状態は、インスタンスへのデプロイが成功したかどうかに基づきます。以下の値があ
ります。
• 状態: インスタンスへの前回のデプロイは成功しました。
• 異常な状態: インスタンスにリビジョンをデプロイしようとして失敗したか、リビジョンがインスタ
ンスにデプロイされていません。
CodeDeploy はリビジョンの状態とインスタンスの状態を使用して、次の順序でデプロイグループのイン
スタンスにデプロイをスケジュールします。
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1. インスタンスの状態が Unhealthy。
2. リビジョンの状態が Unknown。
3. リビジョンの状態が Old。
4. リビジョンの状態が Current。
デプロイ全体が成功すると、リビジョンは更新され、デプロイグループのヘルスステータスの値が更新さ
れて、最新のデプロイを反映します。
• デプロイに成功したすべての最新のインスタンスは current のままになります。それ以外の場合
は、unknown になります。
• デプロイに成功したすべての古いインスタンスまたは不明なインスタンスは current になります。それ
以外の場合は、old または unknown のままになります。
• デプロイに成功したすべての正常なインスタンスは healthy のままになります。それ以外の場合
は、unhealthy になります。
• デプロイに成功したすべての異常なインスタンスは healthy になります。それ以外の場合は、unhealthy
のままになります。
全体的なデプロイが失敗するか、停止している場合:
• どのインスタンスに CodeDeploy がアプリケーションリビジョンのデプロイを試みた場合、そのインス
タンスのデプロイの試みが成功したか失敗したかによって、そのインスタンスの状態が healthy または
unhealthy に設定されています。
• どのインスタンスに CodeDeploy がアプリケーションリビジョンのデプロイを試みなかったため、イン
スタンスの状態
• デプロイグループのリビジョンに変更はありません。

最小の正常なインスタンスとデプロイ
CodeDeploy では、2 つの主な目的で、デプロイに対して正常なインスタンスの最小数を指定できます。
• 全体的なデプロイの成功または失敗を判断する。アプリケーションリビジョンが少なくとも最小数の正
常なインスタンスに正しくデプロイされた場合、デプロイは成功します。
• デプロイが続行するためにデプロイ中に正常である必要があるインスタンス数を決定する。
デプロイグループの正常なインスタンスの最小数は、インスタンス数、または合計インスタンス数の割合
(%) として指定できます。パーセンテージを指定する場合、デプロイの開始時に CodeDeploy は割合 (%)
を同等のインスタンス数に変換し、端数がある場合は切り上げます。
CodeDeploy はデプロイプロセス中にデプロイグループのインスタンスのヘルスステータスを追跡し、デ
プロイの指定された正常なインスタンスの最小数を使用して、デプロイを続行するかどうか判断します。
基本的な原則は、デプロイによって、正常なインスタンスの数が、指定した最小数を下回ってはならない
ということです。このルールの 1 つの例外は、デプロイグループの正常なインスタンスの数が、指定した
最小数より最初から少ない場合です。その場合、デプロイプロセスによってそれ以上正常なインスタンス
の数が減ることはありません。

Note
CodeDeploy は現在停止状態にあるものも含めて、デプロイグループのすべてのインスタンスの
デプロイを試みます。最小限の正常なホストの計算では、停止中のインスタンスは失敗したイン
スタンスと同じ影響を与えます。停止中のインスタンスが多すぎるために失敗したデプロイを解
決するには、インスタンスを再起動するか、タグを変更してデプロイグループから除外します。
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CodeDeploy はアプリケーションリビジョンをデプロイグループの異常なインスタンスにデプロイする
よう試みて、デプロイプロセスを開始します。デプロイが成功するたびに、 CodeDeploy はインスタ
ンスのヘルスステータスを healthy に変更し、デプロイグループの正常なインスタンスに追加します。
CodeDeploy そして、は正常なインスタンスの現在の数を、正常なインスタンスの指定された最小数と比
較します。
• 正常なインスタンスの数が、正常なインスタンスの指定された最小数以下である場合、 CodeDeploy は
デプロイをキャンセルし、より多くのデプロイによって正常なインスタンスの数が減らないようにしま
す。
• 正常なインスタンスの数が、正常なインスタンスの指定された最小数よりも少なくとも 1 つ大きい場
合、 CodeDeploy アプリケーションリビジョンを元の正常なインスタンスセットにデプロイします。
正常なインスタンスへのデプロイが失敗した場合、 CodeDeploy はそのインスタンスのヘルスステータス
を unhealthy に変更します。デプロイメントが進むにつれて、 CodeDeploy は正常なインスタンスの現在
の数を更新し、正常なインスタンスの指定された最小数と比較します。デプロイプロセスのある時点で、
正常なインスタンスの数が指定された最小数にまで減った場合、 CodeDeploy デプロイを停止します。こ
の方法により、次のデプロイが失敗し、正常なインスタンスの数が指定された最小数を下回ることを回避
できます。

Note
指定する正常なインスタンスの最小数が、デプロイグループの合計インスタンス数より少ないこ
とを確認します。割合 (%) の値を指定する場合、切り上げられることを覚えておいてください。
それ以外の場合、デプロイが開始すると、正常なインスタンスの数は正常なインスタンスの指定
された最小数以下となり、 CodeDeploy によりデプロイ全体が直ちに失敗します。
CodeDeploy また、 は指定された正常なインスタンスの最小数および正常なインスタンスの実際の数を使
用して、複数のインスタンスにアプリケーションリビジョンをデプロイするかどうかと、その方法を決定
します。デフォルトでは、 CodeDeploy は正常なインスタンスの数が指定された正常なインスタンスの最
小数を下回るリスクなく、可能な限り多くのインスタンスにアプリケーションリビジョンをデプロイしま
す。例:
• デプロイグループに 10 個のインスタンスがあり、最小の正常なインスタンス数を 9 に設定した場合、
CodeDeploy は一度に 1 個のインスタンスにデプロイします。
• デプロイグループに 10 個のインスタンスがあり、最小の正常なインスタンス数を 0 に設定した場合、
CodeDeploy は同時に各インスタンスにデプロイします。
例
次の例では、10 個のインスタンスがあるデプロイグループを前提としています。
正常なインスタンスの最小数: 95%
CodeDeploy は正常なインスタンスの最小数を 10 個のインスタンスに切り上げます。これは正常なイ
ンスタンスの数と等しくなります。全体的なデプロイは、いずれのインスタンスにもリビジョンをデ
プロイすることなく、直ちに失敗します。
正常なインスタンスの最小数: 9
CodeDeploy は一度に 1 個のインスタンスにリビジョンをデプロイします。いずれかのインスタンス
へのデプロイが失敗した場合、 CodeDeploy 正常なインスタンスの数は正常なインスタンスの最小数
に等しくなるため、によりデプロイ全体が直ちに失敗します。このルールの例外は、最後のインスタ
ンスが失敗した場合でも、デプロイは引き続き成功することです。
CodeDeploy は、一度に 1 個のインスタンスずつ、デプロイが失敗するか、デプロイ全体が完了する
まで、デプロイを続行します。10 のデプロイすべてに成功した場合、デプロイグループには 10 個の
正常なインスタンスが含まれます。
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正常なインスタンスの最小数: 8
CodeDeploy は一度に 2 個のインスタンスにリビジョンをデプロイします。これらのうち 2 つのデプ
ロイに失敗した場合、 CodeDeploy によりデプロイ全体が直ちに失敗します。このルールの例外は、
最後のインスタンスが 2 番目に失敗した場合でも、デプロイは成功することです。
正常なインスタンスの最小数: 0
CodeDeploy はデプロイグループ全体に一度にリビジョンをデプロイします。デプロイ全体が成功す
るには、インスタンスに対して、少なくとも 1 つ以上のデプロイが成功する必要があります。正常な
インスタンスが 0 の場合、デプロイは失敗します。これは、デプロイ全体を成功としてマークするに
は、正常なインスタンスの最小値が 0 であっても、デプロイ全体の完了時に 1 つ以上のインスタンス
が正常であることが要件であるためです。
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CodeDeploy でデプロイ設定を使用す
る
デプロイ設定とは、デプロイ中に CodeDeploy が使用する一連のルール、成功条件、および失敗条件で
す。これらのルールと条件は、EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォームにデプロイするか
どうかによって異なります。AWSLambda コンピューティングプラットフォーム、または Amazon ECS
コンピューティングプラットフォーム。

EC2/オンプレミスコンピューティングプラット
フォームのデプロイ設定
EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォームにデプロイする場合、デプロイ設定により、最小
限の正常なホストの値の使用を通じて、デプロイ中の任意の時点で利用できる必要があるインスタンスの
数または割合 (%) を指定します。
AWS により提供される 3 つの定義済みのデプロイ設定の一つを使用するか、またはカスタムデプ
ロイ設定を作成できます。カスタムデプロイ設定の作成の詳細については、「」を参照してくださ
い。Create a Deployment Configuration (p. 265)。デプロイ設定に指定しない場合、CodeDeploy
は、CodeDeployDefault.OneAtATime デプロイ設定を使用します。
CodeDeploy がデプロイ時にインスタンスのヘルス状態をモニタリングおよび評価する方法の詳細につい
ては、「」を参照してください。Instance Health (p. 256)。AWS アカウントに登録済みのデプロイ設定の
一覧を表示するには、「View Deployment Configuration Details (p. 266)」を参照してください。

EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォー
ムの事前定義されたデプロイ設定
次の表は、定義済みのデプロイ設定を一覧表示します。
デプロイ設定

説明

CodeDeployDefault.AllAtOnce

インプレースデプロイ:
一度に可能な限り多くのインスタンスへアプ
リケーションリビジョンをデプロイするよう試
みます。アプリケーションリビジョンが 1 つ
以上のインスタンスにデプロイされる場合、デ
プロイ全体のステータスは Succeeded として
表示されます。アプリケーションリビジョンが
いずれのインスタンスにもデプロイされない場
合、デプロイ全体のステータスは Failed とし
て表示されます。9 つのインスタンスの例を使
い、CodeDeployDefault.AllAtOnce は、一度に 9 つ
のインスタンスすべてにデプロイするよう試みま
す。インスタンスへのデプロイが 1 つでも成功す
ると、デプロイ全体は成功します。9 つすべてのイ
ンスタンスへのデプロイが失敗した場合に限り失
敗します。
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デプロイ設定

説明
Blue/Green デプロイ
• 代替環境への展開: インプレースデプロイの
CodeDeployDefault.AllAtOnce と同じデプロイ
ルールに従います。
• トラフィックルーティング: 置き換え先環境の
すべてのインスタンスに一度にトラフィックを
ルーティングします。トラフィックが少なくと
も 1 つのインスタンスに正常に再ルーティン
グされた場合が成功です。すべてのインスタン
スへの再ルーティングが失敗した時点で失敗で
す。

CodeDeployDefault.HalfAtATime

インプレースデプロイ:
一度に最大半分のインスタンスにデプロイします
(端数は切り捨てられます)。デプロイ全体は、アプ
リケーションリビジョンが少なくとも半分のイン
スタンスにデプロイされた場合は成功です (端数は
切り捨てられます)。それ以外の場合、デプロイは
失敗です。9 つのインスタンスの例では、4 つまで
のインスタンスに同時にデプロイされます。デプ
ロイ全体は 5 つ以上のインスタンスへのデプロイ
が成功した場合は成功です。それ以外の場合、デ
プロイは失敗です。
Blue/Green デプロイ
• 代替環境への展開: インプレースデプロイの
CodeDeployDefault.HalfAtATime と同じデプロイ
ルールに従います。
• トラフィックルーティング: 置き換え先環境で一
度に最大半分のインスタンスにトラフィックを
ルーティングします。少なくとも半分のインス
タンスへの再ルーティングが成功した場合が成
功です。それ以外の場合、 は失敗します。
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デプロイ設定

説明

CodeDeployDefault.OneAtATime

インプレースデプロイ:
一度に 1 つのインスタンスにのみアプリケーショ
ンリビジョンをデプロイします。
複数のインスタンスを含むデプロイグループの場
合。
• デプロイ全体はアプリケーションリビジョン
がすべてのインスタンスへデプロイされた場
合、成功します。このルールの例外は、最後
のインスタンスへのデプロイが失敗した場合
に、デプロイ全体が成功することです。これ
は、CodeDeploy が一度に 1 つのインスタンス
のみ CodeDeployDefault.OneAtATime 設定でオ
フラインにするためです。
• デプロイ全体はアプリケーションリビジョンが
最後のインスタンス以外へのデプロイに失敗す
ると、ただちに失敗します。
• 9 つのインスタンスを使用する例では、1 つの
インスタンスに同時にデプロイされます。最初
の 8 つのインスタンスへのデプロイが成功する
と、デプロイ全体は成功します。最初の 8 つの
インスタンスのいずれかへのデプロイが失敗す
ると、デプロイ全体は失敗します。
1 つのインスタンスのみを含むデプロイグループで
は、1 つのインスタンスへのデプロイが成功した場
合にのみ、デプロイは全体は成功します。
Blue/Green デプロイ
• 代替環境への展開: インプレースデプロイの
CodeDeployDefault.OneAtATime と同じデプロ
イルールに従います。
• トラフィックルーティング: 置き換え先環境で一
度に 1 つのインスタンスにトラフィックをルー
ティングします。トラフィックがすべての置き
換え先インスタンスに正常に再ルーティングさ
れた場合が成功です。最初に再ルーティング
が失敗した時点で失敗です。このルールの例外
は、最後のインスタンスが登録に失敗しても、
デプロイ全体が成功することです。

Amazon ECS コンピューティングプラットフォー
ムのデプロイ設定
Amazon ECS コンピューティングプラットフォームにデプロイする場合、デプロイ設定により、更新され
た Amazon ECS タスクセットにトラフィックが移行される方法が指定されます。を使用して、トラフィッ
クをシフトできます。Canary,線形, またはオールインワンデプロイ設定。詳細については、「デプロイ設
定 (p. 12)」を参照してください。
API バージョン 2014-10-06
263

AWS CodeDeploy ユーザーガイド
Amazon ECS の事前定義されたデプロイ設定

独自の Canary または線形のデプロイ設定を作成することもできます。詳細については、「Create a
Deployment Configuration (p. 265)」を参照してください。

Amazon ECS コンピューティングプラットフォーム用
の事前定義されたデプロイ設定
次の表に、Amazon ECS デプロイで利用できる事前定義された設定を一覧表示します。
デプロイ設定

説明

CodeDeployDefault.ECSLinear10PercentEvery1Minutes
すべてのトラフィックが移行されるまで、毎分ト
ラフィックの 10 パーセントを移行します。
CodeDeployDefault.ECSLinear10PercentEvery3Minutes
すべてのトラフィックが移行されるまで、3 分ごと
にトラフィックの 10 パーセントを移行します。
CodeDeployDefault.ECSCanary10Percent5Minutes 最初の増分でトラフィックの 10 パーセントを移行
します。残りの 90 パーセントは 5 分後にデプロイ
されます。
CodeDeployDefault.ECSCanary10Percent15Minutes 最初の増分でトラフィックの 10 パーセントを移行
します。残りの 90 パーセントは 15 分後にデプロ
イされます。
CodeDeployDefault.ECSAllAtOnce

すべてのトラフィックは、更新された Amazon
ECS コンテナに一度に移行します。

のデプロイ設定AWS CloudFormationブルー/グリー
ンデプロイ (Amazon ECS)
を使用して Amazon ECS コンピューティングプラットフォームにデプロイする場合AWS
CloudFormationBlue/Green デプロイの場合、デプロイ設定により、更新された Amazon ECS コンテナへ
のトラフィックのシフト方法が指定されます。を使用して、トラフィックをシフトできます。Canary,線
形, またはオールインワンデプロイ設定。詳細については、「デプロイ設定 (p. 12)」を参照してくださ
い。
とAWS CloudFormationBlue/Green デプロイの場合、独自の Canary または線形のデプロイ設定を作成す
ることはできません。使用手順については、AWS CloudFormationAmazon ECS Blue/Green デプロイを管
理するには、「」を参照してください。を使用して CodeDeploy による ECS ブルー/グリーンデプロイを
自動化します。AWS CloudFormationのAWS CloudFormationユーザーガイド。

Note
を使用した Amazon ECS Blue/Green デプロイの管理AWS CloudFormationは、欧州 (ミラノ)、ア
フリカ (ケープタウン)、アジアパシフィック (大阪) の各リージョンではご利用いただけません。

でのデプロイ設定AWS Lambdaコンピューティン
グプラットフォーム
にデプロイする場合AWSデプロイ設定により、アプリケーションで新しい Lambda 関数のバージョンにト
ラフィックが移行される方法が指定されます。を使用して、トラフィックをシフトできます。Canary,線
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形, またはオールインワンデプロイ設定。詳細については、「デプロイ設定 (p. 12)」を参照してくださ
い。
独自の Canary または線形のデプロイ設定を作成することもできます。詳細については、「Create a
Deployment Configuration (p. 265)」を参照してください。

の事前定義されたデプロイ構成AWS Lambdaコン
ピューティングプラットフォーム
以下の表に、AWS Lambda のデプロイで利用できる事前定義された設定を一覧表示します。
デプロイ設定

説明

CodeDeployDefault.LambdaCanary10Percent5Minutes
最初の増分でトラフィックの 10 パーセントを移行
します。残りの 90 パーセントは 5 分後にデプロイ
されます。
CodeDeployDefault.LambdaCanary10Percent10Minutes
最初の増分でトラフィックの 10 パーセントを移行
します。残りの 90 パーセントは 10 分後にデプロ
イされます。
CodeDeployDefault.LambdaCanary10Percent15Minutes
最初の増分でトラフィックの 10 パーセントを移行
します。残りの 90 パーセントは 15 分後にデプロ
イされます。
CodeDeployDefault.LambdaCanary10Percent30Minutes
最初の増分でトラフィックの 10 パーセントを移行
します。残りの 90 パーセントは 30 分後にデプロ
イされます。
CodeDeployDefault.LambdaLinear10PercentEvery1Minute
すべてのトラフィックが移行されるまで、毎分ト
ラフィックの 10 パーセントを移行します。
CodeDeployDefault.LambdaLinear10PercentEvery2Minutes
すべてのトラフィックが移行されるまで、2 分ごと
にトラフィックの 10 パーセントを移行します。
CodeDeployDefault.LambdaLinear10PercentEvery3Minutes
すべてのトラフィックが移行されるまで、3 分ごと
にトラフィックの 10 パーセントを移行します。
CodeDeployDefault.LambdaLinear10PercentEvery10Minutes
すべてのトラフィックが移行されるまで、10 分ご
とにトラフィックの 10 パーセントを移行します。
CodeDeployDefault.LambdaAllAtOnce

すべてのトラフィックは、更新された Lambda 関
数に一度に移行します。

トピック
• Create a Deployment Configuration (p. 265)
• View Deployment Configuration Details (p. 266)
• Delete a Deployment Configuration (p. 267)

CodeDeploy でデプロイメント設定を作成する
API バージョン 2014-10-06
265

AWS CodeDeploy ユーザーガイド
デプロイ設定の詳細を表示する

CodeDeploy コンソールを使用できます。AWS CLI、CodeDeploy API、またはAWS CloudFormationカス
タムデプロイ構成を作成するためのテンプレート。
AWS CloudFormation テンプレートを使用してデプロイ設定を作成する方法については、「AWS
CloudFormationCodeDeploy リファレンスのテンプレート (p. 435)」を参照してください。
♪AWS CLIデプロイ設定を作成するには、deployment-config を作成コマンド、以下を指定します。
• デプロイ設定を一意に識別する名前。この名前は、CodeDeploy で作成するすべてのデプロイ設定で一
意である必要があります。AWSアカウント.
• デプロイ中にいつでも使用可能な正常なインスタンスの最小数または割合。詳細については、
「Instance Health (p. 256)」を参照してください。
次の例では、ThreeQuartersHealthy という名前の EC2/オンプレミスデプロイ設定を作成します。このデ
プロイ設定では、デプロイ中にターゲットインスタンスの 75% が正常であり続けるように要求されます。
aws deploy create-deployment-config --deployment-config-name ThreeQuartersHealthy -minimum-healthy-hosts type=FLEET_PERCENT,value=75

次の例ではを作成します。AWSCanary25Percent45minates という名前の Lambda デプロイ設定 この際、
最初の増分でトラフィックの 25 パーセントを移行する Canary トラフィックを使用します。残りの 75
パーセントは 45 分後に移行されます。
aws deploy create-deployment-config --deployment-configname Canary25Percent45Minutes --traffic-routing-config
"type="TimeBasedCanary",timeBasedCanary={canaryPercentage=25,canaryInterval=45}" -compute-platform Lambda

次の例では、Canary25Percent45minates という名前の Amazon ECS デプロイ設定を作成します。この
際、最初の増分でトラフィックの 25 パーセントを移行する Canary トラフィックを使用します。残りの
75 パーセントは 45 分後に移行されます。
aws deploy create-deployment-config --deployment-configname Canary25Percent45Minutes --traffic-routing-config
"type="TimeBasedCanary",timeBasedCanary={canaryPercentage=25,canaryInterval=45}" -compute-platform ECS

CodeDeploy を使用してデプロイ設定の詳細を表示
する
CodeDeploy コンソールAWS CLIまたは、CodeDeploy API を使用して、AWSアカウント. 事前定義され
た CodeDeploy デプロイ設定の説明については、「」を参照してください。EC2/オンプレミスコンピュー
ティングプラットフォームの事前定義されたデプロイ設定 (p. 261)。
トピック
• デプロイ設定の詳細を表示する (コンソール) (p. 266)
• デプロイ設定の表示 (CLI) (p. 267)

デプロイ設定の詳細を表示する (コンソール)
CodeDeploy コンソールを使用して、デプロイ設定名の一覧を表示するには:
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1. にサインインします。AWS Management Consoleで、CodeDeploy コンソールを開きますhttps://
console.aws.amazon.com/codedeploy。

Note
で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使用してサインインしま
す。CodeDeploy の開始方法 (p. 33)。
2. ナビゲーションペインで、[] を展開します。デプロイを選択し、デプロイ設定。
コンソールで、各デプロイ設定のデプロイ設定名および条件の一覧を表示できます。

Note
エントリが表示されない場合は、正しいリージョンが選択されていることを確認してくださ
い。ナビゲーションバーで、リージョンセレクターで、にリストされているリージョンのいず
れかを選択します。のリージョンとエンドポイントのAWS全般のリファレンス。CodeDeploy
は、これらのリージョンでのみサポートされています。

デプロイ設定の表示 (CLI)
AWS CLI を使用してデプロイ設定の詳細を表示するには、get-deployment-config コマンドまたは
list-deployment-configs コマンドを呼び出します。
1 つのデプロイ設定に関する詳細を表示するには、get-deployment-configコマンドで、一意のデプロイ設
定名を指定します。
複数のデプロイ設定に関する詳細を表示するには、リストデプロイコマンド。

CodeDeploy でデプロイメント設定を削除する
♪AWS CLIまたは CodeDeploy API を使用して、に関連付け
られるカスタムデプロイ設定を削除します。AWSアカウント.
CodeDeployDefault.AllAtOnce、CodeDeployDefault.HalfAtATime、CodeDeployDefault.OneAtATime
などの組み込みのデプロイ設定は削除できません。

Warning
まだ使用中のカスタムデプロイ設定は削除できません。未使用のカスタムデプロイ設定を削除
すると、それを新しいデプロイおよび新規デプロイグループに関連付けることはできなくなりま
す。このアクションは元に戻すことができません。
♪AWS CLIデプロイ設定を削除するには、deletedeployment-configコマンドを使用して、デプロイ設定名を
指定します。デプロイ設定名のリストを表示するには、リスト・デプロイメント・コンフィグコマンド。
次の例では、ThreeQuartersHealthy という名前のデプロイ設定を削除します。
aws deploy delete-deployment-config --deployment-config-name ThreeQuartersHealthy
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使用
インスタンスを設定した後、リビジョンをデプロイする前に、CodeDeploy でアプリケーションを作成す
る必要があります。An応用は、正しいリビジョン、デプロイ設定、およびデプロイグループがデプロイ時
に正しく参照されるように、CodeDeploy で使用される単なる名前またはコンテナです。
次のステップ用に、以下の表の情報を使用します。
コンピューティングプラット
フォーム

シナリオ

次のステップの情報

EC2/オンプレミス

まだインスタンスを作成してい
ません。

「CodeDeploy のインスタンスの
操作 (p. 204)」を参照してから、
このページに戻ってください。

EC2/オンプレミス

インスタンスは作成しました
が、タグ付けが完了していませ
ん。

「Tagging Instances for
Deployments (p. 206)」を参照し
てから、このページに戻ってく
ださい。

EC2/オンプレミス,AWSLambda,
およびAmazon ECS

まだアプリケーションを作成し
ていません。

「を使用してアプリケーション
を作成 CodeDeploy (p. 269)」
を参照してください。

EC2/オンプレミス,AWSLambda,
およびAmazon ECS

既にアプリケーションを作成し
ましたが、まだデプロイグルー
プを作成していません。

「でデプロイグループを作成す
る CodeDeploy (p. 283)」を参
照してください。

EC2/オンプレミス,AWSLambda,
およびAmazon ECS

既にアプリケーションとデプロ
イグループを作成しましたが、
アプリケーションリビジョンを
作成していません。

「CodeDeploy のアプリケーショ
ンリビジョンの操作 (p. 301)」
を参照してください。

EC2/オンプレミス,AWSLambda,
およびAmazon ECS

既にアプリケーションとデプロ
イグループを作成し、アプリ
ケーションリビジョンをアップ
ロードしました。デプロイの準
備が整いました。

「」を参照してくださ
いCodeDeploy を使用してデプロ
イを作成する (p. 318)

トピック
• を使用してアプリケーションを作成 CodeDeploy (p. 269)
• CodeDeploy でアプリケーションの詳細を表示する (p. 277)
• 通知ルールの作成 (p. 278)
• CodeDeploy アプリケーションの名前を変更する (p. 280)
• CodeDeploy でアプリケーションを削除します (p. 280)
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を使用してアプリケーションを作成 CodeDeploy
アプリケーションは、その目的は正しいリビジョン、デプロイ設定、およびデプロイグループが、デプロ
イ中に正しく参照されることにあります。 CodeDeploy CodeDeploy コンソール、 CodeDeploy APIAWS
CLI、AWS CloudFormationまたはテンプレートを使用してアプリケーションを作成できます。
コードまたはアプリケーションリビジョンは、デプロイと呼ばれるプロセスを通してインスタンスにイン
ストールされます。 CodeDeploy 2 種類のデプロイがサポートされます。
• インプレイスデプロイ: デプロイグループの各インスタンス上のアプリケーションが停止され、最新の
アプリケーションリビジョンがインストールされて、新バージョンのアプリケーションが開始され検証
されます。ロードバランサーを使用し、デプロイ中はインスタンスが登録解除され、デプロイ完了後に
サービスに復元されるようにできます。EC2 オンプレミスコンピューティングプラットフォームを使
用するデプロイのみが、インプレイスデプロイを使用できます。インプレイスデプロイの詳細について
は、「インプレースデプロイの概要 (p. 7)」を参照してください。
• Blue/Green デプロイ: デプロイの動作は、使用するコンピューティングプラットフォームにより異なり
ます。
• EC2 オンプレミスコンピューティングプラットフォームの Blue/Green: 以下のステップを使用して、
デプロイグループのインスタンス (元の環境) がインスタンスの別のセット (置き換え先環境) に置き換
えられます。
• 置き換え先の環境のインスタンスがプロビジョニングされます。
• 最新のアプリケーションリビジョンは、置き換え先インスタンスにインストールされます。
• オプションの待機時間は、アプリケーションのテストやシステム検証などのアクティビティに対し
て発生します。
• 置き換え先環境のインスタンスは、Elastic Load Balancing ロードバランサーに登録され、トラ
フィックは、それらにルーティングを開始します。元の環境のインスタンスは、登録が解除され、
終了するか、他の使用のために実行することができます。

Note
EC2/オンプレミスのコンピューティングプラットフォームを使用する場合は、blue/green デ
プロイが Amazon EC2 インスタンスでのみ機能することに注意してください。
• AWS Lambdaまたは Amazon ECS コンピューティングプラットフォームの青/緑:トラフィックは、カ
ナリア、リニア、all-at-onceまたはデプロイ設定に従って段階的にシフトされます。詳細について
は、「デプロイ設定 (p. 12)」を参照してください。
• AWS CloudFormation を通じた Blue/Green デプロイ: AWS CloudFormation スタック更新の一環とし
て、トラフィックが現在のリソースから更新されたリソースに移行されます。現時点では、ECS blue/
green デプロイのみがサポートされています。
Blue/Green デプロイの詳細については、「Blue/Green デプロイの概要 (p. 8)」を参照してください。
CodeDeploy コンソールを使用してアプリケーションを作成する場合は、最初のデプロイグループを同時
に設定します。AWS CLI を使用してアプリケーションを作成する場合は、最初のデプロイグループを別の
ステップで作成します。
AWS アカウントに登録済みのアプリケーションの一覧を表示するには、「CodeDeploy でアプリケーショ
ンの詳細を表示する (p. 277)」を参照してください。AWS CloudFormation テンプレートを使用してアプ
リケーションを作成する方法については、「AWS CloudFormationCodeDeploy リファレンスのテンプレー
ト (p. 435)」を参照してください。
デプロイタイプはいずれも、どの送信先にも適用されません。以下の表に、3 種類のデプロイ送信先のデ
プロイを指定するデプロイタイプを示します。
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デプロイ送信先

インプレース

Blue/Green

Amazon EC2

はい

はい

オンプレミス

はい

いいえ

サーバーレス AWS Lambda 関数
のバージョン

いいえ

はい

Amazon ECS アプリケーション

いいえ

はい

トピック
• インプレースデプロイ (コンソール) 用のアプリケーションを作成 (p. 270)
• Blue/Green デプロイ (コンソール) のアプリケーションを作成します。 (p. 272)
• Amazon ECS サービスデプロイ用のアプリケーションを作成 (コンソール) (p. 275)
• AWS Lambda 関数デプロイ用のアプリケーションを作成 (コンソール) (p. 276)
• アプリケーションの作成 (CLI) (p. 277)

インプレースデプロイ (コンソール) 用のアプリケー
ションを作成
CodeDeploy コンソールを使用して、インプレースデプロイ用のアプリケーションを作成するには

Warning
次の場合は、これらの手順を実行しないでください。
• CodeDeploy デプロイで使用するインスタンスを準備していない。インスタンスをセットアッ
プするには、CodeDeploy のインスタンスの操作 (p. 204) の指示に従い、その後にこのトピッ
クの手順に従います。
• カスタムデプロイ設定を使用するアプリケーションを作成する必要があり、まだデプロイ設定
を作成していません。Create a Deployment Configuration (p. 265) の指示に従った後に、このト
ピックの手順に従います。
• 最低限必要な信頼およびアクセス権限を持つ、 CodeDeploy 信頼するサービスロールがな
い。必要なアクセス許可を持つサービスロールを作成し、設定するには、「ステップ 2:
CodeDeploy のサービスロールの作成 (p. 33)」の手順に従って、このトピックの手順に戻りま
す。
• インプレースデプロイのために Elastic Load Balancing で、Classic Load Balancer、Application
Load Balancer、または Network Load Balancer を選択したいが、まだ作成していない場合。
CodeDeploy コンソールを使用して、インプレースデプロイ用のアプリケーションを作成するには
1.

にサインインしてAWS Management Console、https://console.aws.amazon.com/codedeploy
CodeDeploy でコンソールを開きます。

Note
CodeDeploy の開始方法 (p. 33) で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使
用してサインインします。
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2.

ナビゲーションペインで、[デプロイ]、[ご利用開始にあたって] の順に選択します。

3.

[Create application] を選択します。

4.

[アプリケーション名] に、アプリケーションの名前を入力します。

5.

[Compute platform (コンピューティングプラットフォーム)] で [EC2/On-Premises (EC2/オンプレミ
ス)] を選択します。

6.

[Create application] を選択します。

7.

アプリケーションのページで、[デプロイグループ] タブの [デプロイグループの作成] を選択します。

8.

[デプロイグループ名] に、デプロイグループを表す名前を入力します。

Note
他のデプロイグループで使用されている設定 (デプロイグループ名、タグ、Amazon EC2
Auto Scaling グループ名、または両方、およびデプロイ設定を含む) を使用する場合は、
このページでこれらの設定を指定します。この新しいデプロイグループと既存のデプロイ
グループは名前が同じでも、それぞれが別のアプリケーションに関連付けられるため、
CodeDeploy 別のデプロイグループとして扱われます。
9.

[サービスロール] で、ターゲットインスタンスへのアクセス権を CodeDeploy に付与するサービス
ロールを選択します。

10. [デプロイタイプ] で、[インプレース] を選択します。
11. [環境設定] で、以下のいずれかを選択します。
a.

Amazon EC2 Auto Scaling グループ: アプリケーションリビジョンをデプロイする Amazon EC2
Auto Scaling グループの名前を入力または選択します。Amazon EC2 Auto Scaling グループの一
部として新しい Amazon EC2 インスタンスが起動されると、 CodeDeploy リビジョンを新しいイ
ンスタンスに自動的にデプロイできます。デプロイグループには最大 10 個の Amazon EC2 Auto
Scaling グループを追加できます。

b.

[Amazon EC2 インスタンス] または [オンプレミスインスタンス]: [キー] と [値] フィールドに、イ
ンスタンスにタグを付けるために使用したキーバリューペアの値を入力します。単一タググルー
プで最大 10 個のキーと値のペアをタグ付けできます。
i.

[値] フィールドでワイルドカードを使用して、似ている Amazon EC2 インスタンス、コス
トセンター、グループ名などの特定のパターンでタグ付けされているすべてのインスタンス
を識別できます。たとえば、「キー」フィールドで「名前」を選択し、「値」フィールドに
「」GRP-*a を入力すると、、などGRP-1a、 CodeDeploy GRP-XYZ-aそのパターンに適合
するすべてのインスタンスが識別されます。GRP-2a

ii.

[値] フィールドでは、大文字と小文字が区別されます。

iii.

リストからキーと値のペアを削除するには、[タグの削除] を選択します。

指定されたキーバリューの各ペアまたは Amazon EC2 Auto Scaling CodeDeploy グループ名に一
致するインスタンスが検出されると、一致したインスタンスの数が表示されます。インスタンス
に関する詳細情報を表示するには、その数をクリックします。
インスタンスへのデプロイの条件をさらに絞り込むには、[Add tag group] を選択してタググルー
プを作成します。タググループは最大 3 つまで作成し、それぞれに最大 10 個のキーと値のペア
を指定できます。デプロイグループで複数のタググループを使用する場合は、すべてのタググ
ループによって識別されたインスタンスのみがデプロイグループに含まれます。つまり、インス
タンスがデプロイグループに含まれるには、各グループの少なくとも 1 つのタグが一致する必要
があります。
タググループを使用してデプロイグループを絞り込む方法ついては、「Tagging Instances for
Deployments (p. 206)」を参照してください。
12. [デプロイ設定] で、アプリケーションをインスタンスをデプロイするレート (例: 一度に 1 つずつ、一
度にすべて) を制御するデプロイ設定を選択します。デプロイ設定の詳細については、CodeDeploy で
デプロイ設定を使用する (p. 261) を参照してください。
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13. (オプション) [ロードバランサー] で [ロードバランシングを有効にする] を選択し、デプロイプロ
セスでインスタンスへのトラフィックを管理する既存の Classic Load Balancer、Application Load
Balancer、または Network Load Balancer を選択します。
各インスタンスは、ロードバランサー (Classic Load Balancer) またはターゲットグループ
(Application Load Balancer および Network Load Balancer) から登録解除されて、デプロイ中にトラ
フィックがルーティングされなくなります。これは、デプロイが完了したときに再登録されます。
CodeDeploy デプロイ用のロードバランサーの詳細については、「」を参照してくださいIntegrating
CodeDeploy with Elastic Load Balancing (p. 54)。
14. (オプション) アドバンストを展開し、Amazon SNS 通知トリガー、Amazon CloudWatch アラーム、
自動ロールバックなど、デプロイに含めたいオプションを設定します。
詳細については、「デプロイグループの詳細オプションの設定 (p. 298)」を参照してください。
15. [Create deployment group] (デプロイグループの作成) を選択します。
次のステップでは、アプリケーションおよびデプロイグループにデプロイするリビジョンを準備します。
手順については、「CodeDeploy のアプリケーションリビジョンの操作 (p. 301)」を参照してください。

Blue/Green デプロイ (コンソール) のアプリケーショ
ンを作成します。
CodeDeploy コンソールを使用して、Blue/Green デプロイ用のアプリケーションを作成するには

Note
AWS Lambda コンピューティングプラットフォームへのデプロイは、常に Blue/Green デプロイ
です。デプロイタイプオプションは指定しません。

Warning
次の場合は、これらの手順を実行しないでください。
• Blue/Green デプロイプロセス中に置き換えたい CodeDeploy エージェントがインストールされ
たインスタンスはありません。インスタンスをセットアップするには、CodeDeploy のインス
タンスの操作 (p. 204) の指示に従い、その後にこのトピックの手順に従います。
• カスタムデプロイ設定を使用するアプリケーションを作成する必要があり、まだデプロイ設定
を作成していません。Create a Deployment Configuration (p. 265) の指示に従った後に、このト
ピックの手順に従います。
• 少なくとも、「」に記載されている信頼とアクセス権限を持つ、 CodeDeploy 信頼するサービ
スロールがないステップ 2: CodeDeploy のサービスロールの作成 (p. 33)。サービスロールを作
成して設定するには、ステップ 2: CodeDeploy のサービスロールの作成 (p. 33) の指示に従い、
その後にこのトピックの手順に従います。
• 置き換え先環境でインスタンスを登録するために、Elastic Load Balancing で Classic Load
Balancer、Application Load Balancer、または Network Load Balancer を作成していません。詳
細については、「Elastic Load Balancing でロードバランサーをセットアップする CodeDeploy
Amazon EC2 デプロイメント (p. 290)」を参照してください。
1.

にサインインしてAWS Management Console、https://console.aws.amazon.com/codedeploy
CodeDeploy でコンソールを開きます。

Note
CodeDeploy の開始方法 (p. 33) で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使
用してサインインします。
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2.

ナビゲーションペインで、[デプロイ]、[ご利用開始にあたって] の順に選択します。

3.

[アプリケーション名] に、アプリケーションの名前を入力します。

4.

[Compute platform (コンピューティングプラットフォーム)] で [EC2/On-Premises (EC2/オンプレミ
ス)] を選択します。

5.

[Create application] を選択します。

6.

アプリケーションのページで、[デプロイグループ] タブの [デプロイグループの作成] を選択します。

7.

[デプロイグループ名] に、デプロイグループを表す名前を入力します。

Note
他のデプロイグループで使用されているのと同じ設定 (デプロイグループ名タグ、Amazon
EC2 Auto Scaling グループ名、デプロイ設定など) を使用する場合は、このページでこれら
の設定を選択します。この新しいデプロイグループと既存のデプロイグループは名前が同じ
でも、それぞれが別のアプリケーションに関連付けられるため、 CodeDeploy では別のデプ
ロイグループとして扱われます。
8.

[サービスロール] で、ターゲットインスタンスへのアクセス権を CodeDeploy に付与するサービス
ロールを選択します。

9.

[デプロイタイプ] で [Blue/Green] を選択します。

10. [Environment configuration] で、置き換え先環境にインスタンスを提供するために使用する方法を選択
します:
a.

Amazon EC2 Auto Scaling グループを自動的にコピーする:指定したグループをコピーして
Amazon EC2 Auto Scaling CodeDeploy グループを作成します。

b.

[Manually provision instances]: デプロイを作成するまで置き換え先環境のインスタンスを特定し
ません。デプロイを開始する前に、インスタンスを作成する必要があります。代わりに、ここで
置換するインスタンスを指定します。

11. ステップ 10 での選択内容に応じて、次のいずれかを実行します:
• [Amazon EC2 Auto Scaling グループを自動コピーする] を選択している場合: [Amazon EC2 Auto
Scaling グループ] で、置き換え先環境のインスタンス用に作成される Amazon EC2 Auto Scaling グ
ループのテンプレートとして使用したい Amazon EC2 Auto Scaling グループの名前を選択または入
力します。選択した Amazon EC2 Auto Scaling グループ内の現在正常なインスタンスの数が、置き
換え先環境で作成されます。
• インスタンスの手動プロビジョンを選択している場合 : Amazon EC2 Auto Scaling グループと
Amazon EC2 インスタンスのいずれかまたは両方を有効にして、このデプロイグループに追加する
インスタンスを指定します。元の環境のインスタンス (つまり、置換対象のインスタンスまたは現
在のアプリケーションリビジョンを実行しているインスタンス) を識別するための Amazon EC2 タ
グ値または Amazon EC2 Auto Scaling グループ名を入力します。
12. (オプション) ロードバランサー で Enable load balancing (負荷を分散する) をオンにし、デプロイプ
ロセスでインスタンスへのトラフィックを管理する既存の Classic Load Balancer、Application Load
Balancer、または Network Load Balancer を選択します。
各インスタンスは、デプロイ中にロードバランサー Classic Load Balancer) またはターゲットグルー
プ (Application Load Balancer および Network Load Balancer) から登録解除されて、トラフィックが
ルーティングされなくなります。これは、デプロイが完了したときに再登録されます。
CodeDeploy デプロイ用のロードバランサーの詳細については、「」を参照してくださいIntegrating
CodeDeploy with Elastic Load Balancing (p. 54)。
13. [Deployment settings] で、置き換え先環境へトラフィックを再ルーティングするためのデフォルトの
オプション、デプロイに使用するデプロイ設定、デプロイ後に元の環境のインスタンスを処理する方
法を確認します。
設定を変更する場合は、次のステップに進みます。それ以外の場合は、ステップ 15 に進みます。
14. Blue/Green デプロイのデプロイ設定を変更するには、以下のいずれかの設定を変更します。
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設定

オプション

[Traffic rerouting]

• [Reroute traffic immediately]: 置き換え先環境
のインスタンスがプロビジョニングされ、
最新のアプリケーションリビジョンがインス
トールされるとすぐに、ロードバランサーに
自動的に登録され、トラフィックがそれらに
再ルーティングされます。元の環境内のイン
スタンスは、登録解除されます。
• [I will choose whether to reroute traffic]: 置き
換え先環境のインスタンスは、手動でトラ
フィックを再ルーティングしないかぎり、
ロードバランサーに登録されません。指定し
た待機時間中にトラフィックが再ルーティン
グされない場合、デプロイステータスは停止
に変更されます。

Deployment configuration

置き換え先環境のインスタンスをロードバラン
サーに登録するレート (個別、一括など) を選択
します。

Note
トラフィックが置き換え先環境に適切
にルーティングされた後、元の環境の
インスタンスは、どのデプロイ設定が
選択されていても一度にすべて登録解
除されます。
詳細については、「CodeDeploy でデプロイ設定
を使用する (p. 261)」を参照してください。
Original instances

• [Terminate the original instances in the
deployment group]: トラフィックが置き換え先
環境に再ルーティングされた後、ロードバラ
ンサーから登録解除されたインスタンスは、
指定した待機時間の後に終了します。
• [Keep the original instances in the deployment
group running]: トラフィックが置き換え先環
境に再ルーティングされた後、ロードバラン
サーから登録解除されたインスタンスは実行
されたままになります。

15. (オプション) アドバンストで、Amazon SNS 通知トリガー、Amazon CloudWatch アラーム、自動
ロールバックなど、デプロイに含めたいオプションを設定します。
デプロイグループの詳細なオプションを指定する方法の詳細については、「デプロイグループの詳細
オプションの設定 (p. 298)」を参照してください。
16. [Create deployment group] (デプロイグループの作成) を選択します。
次のステップでは、アプリケーションおよびデプロイグループにデプロイするリビジョンを準備します。
手順については、「CodeDeploy のアプリケーションリビジョンの操作 (p. 301)」を参照してください。
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Amazon ECS サービスデプロイ用のアプリケーション
を作成 (コンソール)
CodeDeploy コンソールを使用して Amazon ECS サービスデプロイ用のアプリケーションを作成できま
す。
1.

にサインインしてAWS Management Console、https://console.aws.amazon.com/codedeploy
CodeDeploy でコンソールを開きます。

Note
CodeDeploy の開始方法 (p. 33) で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使
用してサインインします。
2.

ナビゲーションペインで [デプロイ] を展開して [ご利用開始にあたって] を選択します。

3.

「アプリケーションの作成」ページで、「使用」を選択します CodeDeploy。

4.

[アプリケーション名] に、アプリケーションの名前を入力します。

5.

コンピューティングプラットフォームから、Amazon ECS を選択します。

6.

[Create application] を選択します。

7.

アプリケーションのページで、[デプロイグループ] タブの [デプロイグループの作成] を選択しま
す。Amazon ECS デプロイのデプロイグループを作成するために必要なものの詳細については、
「Amazon ECS デプロイを開始する前に (p. 17)」を参照してください。

8.

[デプロイグループ名] に、デプロイグループを表す名前を入力します。

Note
他のデプロイグループで使用されているのと同じ設定 (デプロイグループ名、タグ、 グルー
プ名、デプロイ設定など) を使用する場合は、このページでこれらの設定を選択します。この
新しいグループと既存のグループは名前が同じでも、それぞれが別のアプリケーションに関
連付けられるため、 CodeDeploy 別のデプロイグループとして扱われます。
9.

サービスロールで、Amazon ECS CodeDeploy へのアクセスを許可するサービスロールを選択しま
す。詳細については、「ステップ 2: CodeDeploy のサービスロールの作成 (p. 33)」を参照してくださ
い。

10. ロードバランサーの名前 から、Amazon ECS サービスにトラフィックを提供するロードバランサーの
名前を選択します。
11. [本稼働リスナーポート] から、Amazon ECS サービスへの本稼働トラフィックを提供するリスナーの
ポートとプロトコルを選択します。
12. (オプション) テストリスナーポート から、デプロイ時に Amazon ECS サービス内の置き換
えタスクセットにトラフィックを処理するテストリスナーのポートとプロトコルを選択しま
す。AfterAllowTestTrafficフック中に実行する Lambda 関数を、 AppSpec 1 つ以上指
定できます。この関数は、検証テストを実行できます。検証テストが失敗すると、デプロイの
ロールバックが発生します。検証テストに成功すると、デプロイのライフサイクルの次のフッ
ク BeforeAllowTraffic がトリガーされます。テストリスナーポートが指定されていない場
合、AfterAllowTestTraffic フック中は何も起こりません。詳細については、「AppSpec
Amazon ECS デプロイの「hooks」セクション (p. 414)」を参照してください。
13. ターゲットグループ 1 の名前とターゲットグループ 2 の名前から、デプロイ時にトラフィックのルー
ティングに使用されるターゲットグループを選択します。 CodeDeploy 1 つのターゲットグループを
Amazon ECS サービスの元のタスクセットにバインドし、もう一方をその置き換えタスクセットにバ
インドします。詳細については、「Application Load Balancer のターゲットグループ」を参照してく
ださい。
14. [トラフィックをすぐに再ルーティングする] または [トラフィックを再ルーティングするタイミングを
指定する] を選択し、更新された Amazon ECS サービスにトラフィックを再ルーティングするタイミ
ングを決定します。
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[トラフィックをすぐに再ルーティングする] を選択すると、置き換えタスクセットがプロビジョニン
グされた後、デプロイによってトラフィックが自動的に再ルーティングされます。
[トラフィックを再ルーティングするタイミングを指定する] を選択すると、置き換えタスクセットが
正常にプロビジョニングされてから待機する日数、時間、分を選択します。この待機時間の間に、
AppSpec ファイルで指定された Lambda 関数の検証テストが実行されます。トラフィックが再ルー
ティングされる前に待機時間が終了した場合、デプロイステータスは Stopped に変更されます。
15. 元のリビジョンの終了 では、デプロイが成功してからAmazon ECS サービスの元のタスクセットが終
了するまで待機する日数、時間、分数を選択します。
16. (オプション) アドバンストで、Amazon SNS 通知トリガー、Amazon CloudWatch アラーム、自動
ロールバックなど、デプロイに含めたいオプションを設定します。
詳細については、「デプロイグループの詳細オプションの設定 (p. 298)」を参照してください。

AWS Lambda 関数デプロイ用のアプリケーションを
作成 (コンソール)
CodeDeploy コンソールを使用してAWS Lambda関数デプロイ用のアプリケーションを作成できます。
1.

にサインインしてAWS Management Console、https://console.aws.amazon.com/codedeploy
CodeDeploy でコンソールを開きます。

Note
CodeDeploy の開始方法 (p. 33) で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使
用してサインインします。
2.

ナビゲーションペインで [デプロイ] を展開して [ご利用開始にあたって] を選択します。

3.

「アプリケーションの作成」ページで、「使用」を選択します CodeDeploy。

4.

[アプリケーション名] にアプリケーションの名前を入力します。

5.

[Compute platform (コンピューティングプラットフォーム)] で [AWS Lambda] を選択します。

6.

[Create application] を選択します。

7.

アプリケーションのページで、[デプロイグループ] タブの [デプロイグループの作成] を選択します。

8.

[デプロイグループ名] に、デプロイグループを表す名前を入力します。

Note
他のデプロイグループで使用されているのと同じ設定 (デプロイグループ名、タグ、 グルー
プ名、デプロイ設定など) を使用する場合は、このページでこれらの設定を選択します。こ
の新しいデプロイグループと既存のデプロイグループは名前が同じでも、それぞれが別のア
プリケーションに関連付けられるため、 CodeDeploy 別のデプロイグループとして扱われま
す。
9.

[サービスロール] で、AWS Lambda へのアクセス権を CodeDeploy に付与するサービスロールを選択
します。詳細については、「ステップ 2: CodeDeploy のサービスロールの作成 (p. 33)」を参照してく
ださい。

10. 事前定義済みのデプロイ設定を使用する場合は、[デプロイ設定] から 1 つを選択し、ステップ 12 に進
みます。カスタム設定を作成するには、次のステップに進みます。
デプロイ設定の詳細については、 でのデプロイ設定AWS Lambdaコンピューティングプラットフォー
ム (p. 264) を参照してください。
11. カスタム設定を作成するには、[デプロイ設定の作成] を選択し、以下の操作を行います。
a.

[デプロイ設定名] に、設定の名前を入力します。
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b.

[タイプ] で、設定タイプを選択します。[Canary] を選択すると、トラフィックは 2 回の増分で移
行されます。[Linear] を選択すると、トラフィックは毎回同じ間隔 (分) の等しい増分で移行しま
す。

c.

[Step] に、移行するトラフィックの割合を 1～99 で入力します。設定タイプが [Canary] の場合、
この値は最初の増分で移行されるトラフィックの割合を示します。残りのトラフィックは、2 回
目の増分で、選択した間隔後に移行されます。設定タイプが [Linear] の場合、この値は各間隔の
開始時に移行されるトラフィックの割合を示します。

d.

[Interval (間隔)] に、時間 (分数) を入力します。設定タイプが [Canary] の場合、この値は最初と 2
回目のトラフィック移行の時間 (分) を示します。設定タイプが [Linear (リニア)] の場合、この値
は各増分の移行間の時間 (分) を示します。

Note
AWS Lambda デプロイの最大時間は、2 日間または 2,880 分です。したがって、Canary
設定の [Interval] に指定された最大値は、2,800 分です。リニア設定の最大値は、[Step]
の値によって異なります。たとえば、トラフィックのリニア移行のステップの割合が
25% の場合、トラフィック移行は 4 回です。最大間隔値は、2,880 を 4 で割るか、720
分になります。
e.

[Create deployment configuration (デプロイ設定の作成)] を選択します。

12. (オプション) アドバンストで、Amazon SNS 通知トリガー、Amazon CloudWatch アラーム、自動
ロールバックなど、デプロイに含めたいオプションを設定します。
詳細については、「デプロイグループの詳細オプションの設定 (p. 298)」を参照してください。
13. [Create deployment group] (デプロイグループの作成) を選択します。

アプリケーションの作成 (CLI)
AWS CLI を使用してアプリケーションを作成するには、アプリケーションを一意に表す名前を指定して
アプリケーション作成コマンドを呼び出します。(AWSアカウントの場合、 CodeDeploy アプリケーショ
ン名はリージョンごとに 1 回のみ使用できます。 アプリケーション名は別の地域で再利用できます。)
AWS CLI を使用してアプリケーションを作成した後、次のステップは、リビジョンをデプロイするイン
スタンスを指定するデプロイグループを作成します。手順については、「でデプロイグループを作成する
CodeDeploy (p. 283)」を参照してください。
デプロイグループを作成したら、次にアプリケーションおよびデプロイグループにデプロイするリビジョ
ンを準備します。手順については、「CodeDeploy のアプリケーションリビジョンの操作 (p. 301)」を参
照してください。

CodeDeploy でアプリケーションの詳細を表示する
CodeDeploy コンソール、AWS CLI、または、CodeDeploy API を使用して、に関連付けられているすべて
のアプリケーションの詳細を表示しますAWSアカウント.
トピック
• アプリケーションの詳細を表示する (コンソール) (p. 277)
• アプリケーションの詳細を表示する (CLI) (p. 278)

アプリケーションの詳細を表示する (コンソール)
CodeDeploy コンソールを使用してアプリケーションの詳細を表示するには
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1. にサインインしますAWS Management Consoleで、CodeDeploy コンソールを開きますhttps://
console.aws.amazon.com/codedeploy。

Note
で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使用してサインインしま
す。CodeDeploy の開始方法 (p. 33)。
2. ナビゲーションペインで、デプロイを選択し、開始方法。
3. その他のアプリケーションの詳細を表示するには、リストからアプリケーションの名前を選択します。

アプリケーションの詳細を表示する (CLI)
AWS CLI を使用してアプリケーションの詳細を表示するには、get-application コマンド、batch-getapplication コマンド、または list-applications コマンドを呼び出します。
1 つのアプリケーションに関する詳細を表示するには、get-applicationコマンドで、アプリケーション名を
指定します。
複数のアプリケーションに関する詳細を表示するには、バッチ取得アプリケーションコマンドで、複数の
アプリケーション名を指定します。
アプリケーション名のリストを表示するには、リストアプリケーションコマンド。

通知ルールの作成
通知ルールを使用すると、デプロイの成功や失敗など、デプロイアプリケーションに変更があった場合に
ユーザーに通知できます。通知ルールは、イベントと、通知の送信に使用される Amazon SNS トピックの
両方を指定します。詳細については、「通知とは」を参照してください。
コンソールまたは AWS CLI を使用して AWS CodeDeploy の通知ルールを作成できます。

通知ルールを作成するには (コンソール)
1.

にサインインします。AWS Management Consoleで、CodeDeploy コンソールを開きます。https://
console.aws.amazon.com/codedeploy/。

2.

[Application (アプリケーション)] を選択し、通知を追加するアプリケーションを選択します。

3.

アプリケーションページで、[Notify (通知)]、[Create notification rule (通知ルールの作成)] の順に選択
します。アプリケーションの [Settings (設定)] ページに移動し、[Create notification rule (通知ルールの
作成)] を選択することもできます。

4.

[通知名] に、ルールの名前を入力します。

5.

Amazon EventBridge に提供された情報のみを通知に含める場合は、[Detail type (詳細タイプ)] で
[Basic (基本)] を選択します。選択フルAmazon EventBridge に提供される情報に加えて、CodeDeploy
または通知マネージャから提供される場合がある情報も含める場合。
詳細については、「」を参照してください。通知の内容とセキュリティについて。

6.

[Events that trigger notifications (通知をトリガーするイベント)] で、通知を送信するイベントを選択し
ます。
カテゴリ

イベント

デプロイ

失敗
成功
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カテゴリ

イベント
Started

7.

[ターゲット] で、[SNS トピックの作成] を選択します。

Note
トピックを作成すると、CodeDeploy にトピックへのイベントの発行を許可するポリシーが
適用されます。CodeDeploy 通知専用に作成されたトピックを使用すると、このデプロイア
プリケーションに関する通知を表示するトピックのサブスクリプションリストにのみユー
ザーを追加することもできます。
[codestar-notifications-] プレフィックスの後にトピックの名前を入力し、[送信] を選択します。

Note
新しいトピックを作成する代わりに既存の Amazon SNS トピックを使用する場合は、
[Targets (ターゲット)] でその ARN を選択します。トピックに適切なアクセスポリシーが設
定されていること、およびサブスクライバーリストにデプロイアプリケーションに関する
情報の表示を許可されたユーザーのみが含まれていることを確認します。詳細については、
「」を参照してください。通知用に、既存の Amazon SNS トピックを設定するそして通知の
内容とセキュリティについて。
8.

ルールの作成を終了するには、[Submit (送信)] を選択します。

9.

通知を受け取るには、そのルールの Amazon SNS トピックにユーザーをサブスクライブする必要が
あります。詳細については、「」を参照してください。ターゲットである Amazon SNS トピックへの
ユーザーのサブスクライブ。また、通知と AWS Chatbot を統合して、Amazon Chime チャットルー
ムに通知を送信することもできます。詳細については、「」を参照してください。通知と通知との統
合の設定AWS Chatbot。

通知ルールを作成するには (AWS CLI)
1.

ターミナルまたはコマンドプロンプトで、create-notification rule コマンドを実行して、JSON スケル
トンを生成します。
aws codestar-notifications create-notification-rule --generate-cli-skeleton > rule.json

ファイルには任意の名前を付けることができます。この例では、ファイルの名前を rule.json とし
ます。
2.

プレーンテキストエディタで JSON ファイルを開き、これを編集してルールに必要なリソース、イベ
ントタイプ、Amazon SNS ターゲットを含めます。次の例は、という名前の通知ルールを示していま
す。MyNotificationRuleという名前のアプリケーションの場合MyDeploymentApplicationで
AWSIDを持つアカウント123456789012。という名前で、通知は完全な詳細タイプで Amazon SNS
トピックに送信されます。CodeStar-##-myNotificationTopicデプロイが成功すると、次のよう
になります。
{

"Name": "MyNotificationRule",
"EventTypeIds": [
"codedeploy-application-deployment-succeeded"
],
"Resource": "arn:aws:codebuild:us-east-2:123456789012:MyDeploymentApplication",
"Targets": [
{
"TargetType": "SNS",
"TargetAddress": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:codestarnotifications-MyNotificationTopic"
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}

}
],
"Status": "ENABLED",
"DetailType": "FULL"

ファイルを保存します。
3.

先ほど編集したファイルを使用して、ターミナルまたはコマンドラインで、create-notification-rule コ
マンドを再度実行し、通知ルールを作成します。
aws codestar-notifications create-notification-rule --cli-input-json

4.

file://rule.json

成功すると、コマンドは次のような通知ルールの ARN を返します。
{

"Arn": "arn:aws:codestar-notifications:us-east-1:123456789012:notificationrule/
dc82df7a-EXAMPLE"
}

CodeDeploy アプリケーションの名前を変更する
♪AWS CLIまたは CodeDeploy API を使用してアプリケーションの名前を変更します。
アプリケーション名のリストを表示するには、AWS CLIを呼び出します。アプリケーションを一覧表示し
ますコマンド。
を使用することの詳細については、AWS CLIアプリケーション名を変更するには、「」を参照してくださ
い。アプリケーションの更新。
CodeDeploy API を使用してアプリケーション名を変更することの詳細については、「」を参照してくだ
さい。api_updateApplication。

CodeDeploy でアプリケーションを削除します
CodeDeploy コンソールを使用して、AWS CLI、または、アプリケーションを削除するには、CodeDeploy
API アクションを使用します。CodeDeploy API アクションの使用方法については、「」を参照してくださ
い。DeleteApplication。

Warning
アプリケーションを削除すると、関連するすべてのデプロイグループ情報とデプロイの詳細を含
む、アプリケーションに関する情報が、CodeDeploy システムから削除されます。EC2/オンプレ
ミスデプロイ用に作成されたアプリケーションを削除しても、インスタンスからアプリケーショ
ンのリビジョンが削除されることや、Amazon S3 バケットからリビジョンが削除されることはあ
りません。EC2/オンプレミスデプロイ用に作成されたアプリケーションを削除しても、Amazon
EC2 インスタンスが削除されたり、オンプレミスインスタンスが登録解除されたりすることはあ
りません。このアクションは元に戻すことができません。
トピック
• アプリケーションの削除 (コンソール) (p. 281)
• アプリケーションの削除 (AWS CLI) (p. 281)
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アプリケーションの削除 (コンソール)
CodeDeploy コンソールを使用してアプリケーションを削除するには:
1.

にサインインしますAWS Management Consoleで、CodeDeploy コンソールを開きますhttps://
console.aws.amazon.com/codedeploy。

Note

2.

で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使用してサインインしま
す。CodeDeploy の開始方法 (p. 33)。
ナビゲーションペインで、[] を展開します。デプロイ[] の順に選択しますアプリケーション。

3.

アプリケーションのリストで、削除するアプリケーションを選択します。
アプリケーションに関する詳細を含むページが表示されます。

4.
5.

選択アプリケーションの削除右上に表示されます。
プロンプトが表示されたら、次のように入力します。deleteアプリケーションを削除することを確認
し、[] の順に選択します。削除。

アプリケーションの削除 (AWS CLI)
♪AWS CLIアプリケーションを削除するには、アプリケーションの削除コマンドで、アプリケーション名
を指定します。アプリケーション名のリストを表示するには、アプリケーション一覧表示しますコマン
ド。
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CodeDeploy でデプロイグループを使
用する方法を説明します
CodeDeploy アプリケーション用に 1 つ以上のデプロイグループを指定できます。各アプリケーションの
デプロイでは、そのデプロイグループの 1 つを使用します。デプロイグループには、デプロイ中に使用さ
れる設定と構成が含まれています。ほとんどのデプロイグループ設定は、アプリケーションで使用される
コンピューティングプラットフォームによって異なります。ロールバック、トリガー、アラームなどの一
部の設定は、どのコンピューティングプラットフォームのデプロイグループでも設定できます。

Amazon ECS コンピューティングプラットフォー
ムデプロイのデプロイグループ
Amazon ECS のデプロイでは、デプロイグループはAmazon ECS サービス、ロードバランサー、オプショ
ンのテストリスナー、2 つのターゲットグループを指定します。また、代替タスクにトラフィックを再
ルーティングするタイミングと、デプロイが成功した後で元のタスクセットと Amazon ECS アプリケー
ションを終了させるタイミングを設定します。

のデプロイグループAWS Lambdaコンピューティ
ングプラットフォームのデプロイ環境
でAWSLambda デプロイでは、デプロイグループは将来のデプロイ用に CodeDeploy 設定のセットを定義
します。AWS Lambdafunction. たとえば、デプロイグループでは、新しいバージョンのLambda 関数にト
ラフィックをルーティングする方法を指定します。また、アラームとロールバックを指定する場合もあり
ます。の 1 つのデプロイメントAWSLambda デプロイグループでは、1 つ以上のグループ設定を上書きで
きます。

EC2/オンプレミスコンピューティングプラット
フォームのデプロイグループ
EC2/オンプレミスデプロイでは、デプロイグループはデプロイをターゲットにした個別のインスタンスの
セットです。デプロイグループには、個別にタグ付けされたインスタンス、Amazon EC2 Auto Scaling グ
ループ内の Amazon EC2 インスタンス、またはその両方が含まれます。
インプレースデプロイでは、デプロイグループのインスタンスは最新のアプリケーションリビジョンで更
新されます。
Blue/Green デプロイでは、ロードバランサーから元のインスタンスを登録解除し、通常は最新のアプリ
ケーションリビジョンが既にインストールされたインスタンスの代替セットを登録して、インスタンスの
1 つのセットから別のセットにトラフィックが転送されます。
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CodeDeploy で複数のデプロイグループをアプリケーションに関連付けることができます。これにより、
インスタンスの別々のセットに異なるタイミングでアプリケーションリビジョンをデプロイできます。
たとえば、1 つのデプロイグループを使用して、Test というタグが付けられた、コードの品質を確認
するインスタンスのセットにアプリケーションリビジョンをデプロイできます。次に、追加の確認のた
め、Staging というタグが付けられたインスタンスがあるデプロイグループに、同じアプリケーショ
ンリビジョンをデプロイします。最後に、最新アプリケーションを顧客にリリースする準備ができた
ら、Production というタグが付けられたインスタンスを含むデプロイグループにデプロイします。
複数のタググループを使用して、デプロイグループに含めるインスタンスをさらに絞り込むこともできま
す。詳細については、Tagging Instances for Deployments (p. 206) を参照してください。
CodeDeploy コンソールを使用してアプリケーションを作成する場合は、最初のデプロイグループを同時
に設定します。AWS CLI を使用してアプリケーションを作成する場合は、最初のデプロイグループを別の
ステップで作成します。
AWS アカウントに既に関連付けられているデプロイグループを一覧表示する方法については、
「CodeDeploy でデプロイグループの詳細を表示する (p. 295)」を参照してください。
Amazon EC2 インスタンスタグの詳細については、「」を参照してください。コンソールでのタグの処
理。オンプレミスインスタンスの詳細については、「Working with On-Premises Instances (p. 227)」を参
照してください。Amazon EC2 Auto Scaling の詳細については、「」を参照してください。Amazon EC2
Auto Scaling と CodeDeploy (p. 50)。
トピック
• the section called “デプロイグループの作成” (p. 283)
• the section called “デプロイグループの詳細を表示する” (p. 295)
• the section called “デプロイグループの設定を変更する” (p. 296)
• the section called “デプロイグループの詳細オプションの設定” (p. 298)
• the section called “デプロイグループの削除” (p. 300)

でデプロイグループを作成する CodeDeploy
「」を使用できます。 CodeDeploy コンソール、AWS CLI、 CodeDeploy API、またはAWS
CloudFormationデプロイグループを作成するためのテンプレート。AWS CloudFormation テンプレートを
使用してデプロイグループを作成する方法については、「AWS CloudFormationCodeDeploy リファレンス
のテンプレート (p. 435)」を参照してください。
使用するオプション CodeDeploy コンソールでアプリケーションを作成するには、最初のデプロイグルー
プを同時に設定します。AWS CLI を使用してアプリケーションを作成する場合は、最初のデプロイグルー
プを別のステップで作成します。
デプロイグループ作成の一環として、サービスロールを指定する必要があります。詳細については、「ス
テップ 2: CodeDeploy のサービスロールの作成 (p. 33)」を参照してください。
トピック
• インプレースデプロイ用のデプロイグループを作成する (コンソール) (p. 284)
• EC2/オンプレミス Blue/Green デプロイ用のデプロイグループを作成する (コンソール) (p. 286)
• Amazon ECS デプロイ用のデプロイグループを作成する (コンソール) (p. 289)
• Elastic Load Balancing でロードバランサーをセットアップする CodeDeploy Amazon EC2 デプロイメ
ント (p. 290)
• ロードバランサー、ターゲットグループ、リスナーをセットアップする CodeDeploy Amazon ECS デ
プロイ (p. 291)
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• デプロイグループの作成 (CLI) (p. 294)

インプレースデプロイ用のデプロイグループを作成す
る (コンソール)
を使用するには CodeDeploy コンソールを使用して、インプレースデプロイ用のデプロイグループを作成
します。

Warning
次の場合は、これらの手順を実行しないでください。
• アプリケーションの最初の CodeDeploy デプロイで使用するインスタンスを準備していない。
インスタンスをセットアップするには、CodeDeploy のインスタンスの操作 (p. 204) の指示に
従い、その後にこのトピックの手順に従います。
• カスタムデプロイ設定を使用してデプロイグループを作成したいが、まだデプロイ設定を作成
していない。Create a Deployment Configuration (p. 265) の指示に従った後に、このトピックの
手順に従います。
• 信頼するサービスロールがありません CodeDeploy 最低でも、「」に記載されている信頼とア
クセス権限を持つ、ステップ 2: CodeDeploy のサービスロールの作成 (p. 33)。サービスロール
を作成して設定するには、ステップ 2: CodeDeploy のサービスロールの作成 (p. 33) の指示に従
い、その後にこのトピックの手順に従います。
• インプレースデプロイのために Elastic Load Balancing で、Classic Load Balancer、Application
Load Balancer、または Network Load Balancer を選択したいが、まだ作成していない場合。
1.

にサインインします。AWS Management Consoleを開く CodeDeploy コンソールhttps://
console.aws.amazon.com/codedeploy。

Note

2.

CodeDeploy の開始方法 (p. 33) で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使
用してサインインします。
ナビゲーションペインで [デプロイ] を展開し、[アプリケーション] を選択します。

3.
4.
5.

[Applications] ページで、デプロイグループを作成するアプリケーションの名前を選択します。
アプリケーションのページで、[デプロイグループ] タブの [デプロイグループの作成] を選択します。
[デプロイグループ名] に、デプロイグループを表す名前を入力します。

Note

6.
7.
8.

他のデプロイグループで使用されている設定 (デプロイグループ名、タグ、Amazon EC2
Auto Scaling グループ名、または両方、およびデプロイ設定を含む) を使用する場合は、この
ページでこれらの設定を指定します。この新しいデプロイグループと既存のデプロイグルー
プは名前が同じでも、 CodeDeploy それぞれが別のアプリケーションに関連付けられるた
め、では別のデプロイグループとして扱われます。
[サービスロール] で、ターゲットインスタンスへのアクセス権を CodeDeploy に付与するサービス
ロールを選択します。
[デプロイタイプ] で、[インプレース] を選択します。
[環境設定] で、以下のいずれかを選択します。
a.

Amazon EC2 Auto Scaling グループ: アプリケーションリビジョンをデプロイする Amazon EC2
Auto Scaling グループの名前を入力または選択します。Amazon EC2 Auto Scaling グループの一
部として新しい Amazon EC2 インスタンスが起動されると、 CodeDeploy ではリビジョンを新し
いインスタンスに自動的にデプロイできます。デプロイグループには最大 10 個の Amazon EC2
Auto Scaling グループを追加できます。
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b.

Amazon EC2 インスタンスまたはオンプレミスインスタンス: 左キーそしてValue[] フィールド
に、インスタンスにタグを付けるために使用したキーと値のペアの値を入力します。単一タググ
ループで最大 10 個のキーと値のペアをタグ付けできます。
i.

[値] フィールドでワイルドカードを使用して、似ている Amazon EC2 インスタンス、コスト
センター、グループ名などの特定のパターンでタグ付けされているすべてのインスタンスを
識別できます。例えば、[] を選択した場合[Name] (名前)のキーフィールドに入って入力して
くださいGRP-*aのValue。 CodeDeploy そのパターンに当てはまるすべてのインスタンスを
識別します。例GRP-1a,GRP-2a, およびGRP-XYZ-a。

ii.

[値] フィールドでは、大文字と小文字が区別されます。

iii.

リストからキーと値のペアを削除するには、削除のアイコンを選択します。

として CodeDeploy 指定されたキーと値の各ペアまたは Amazon EC2 Auto Scaling グループ名と
一致するインスタンスが検出されると、一致したインスタンスの数が表示されます。インスタン
スに関する詳細情報を表示するには、数をクリックします。
インスタンスへのデプロイの条件をさらに絞り込むには、[Add tag group] を選択してタググルー
プを作成します。それぞれ最大 10 個のキーと値のペアを持つタググループを 3 つまで作成でき
ます。デプロイグループで複数のタググループを使用する場合は、すべてのタググループによっ
て識別されたインスタンスのみがデプロイグループに含まれます。つまり、インスタンスがデプ
ロイグループに含まれるには、各グループの少なくとも 1 つのタグが一致する必要があります。
タググループを使用してデプロイグループを絞り込む方法ついては、「Tagging Instances for
Deployments (p. 206)」を参照してください。
9.

In (イン)Systems Manager によるエージェント設定、インストールと更新の方法を指定してくださ
い CodeDeploy デプロイグループのインスタンスの の詳細については、「」を参照してください。
CodeDeploy エージェント、見ての操作 CodeDeploy エージェント。Systems Manager の詳細につい
ては、「Systems Manager とは」を参照してください。
a.

決して: の設定を省略します。 CodeDeploy Systems Manager によるインストール。デプロイで
使用するには、インスタンスにエージェントがインストールされている必要があります。した
がって、 CodeDeploy エージェントを別の方法でインストールする場合のみ、このオプションを
選択します。

b.

1 回だけ: Systems Manager がインストールします CodeDeploy デプロイグループ内のすべての
インスタンスにエージェントを 1 回実行する。

c.

今すぐ、更新を予定: Systems Manager は、ステートマネージャーとの関連付けを作成します。
CodeDeploy 設定したスケジュールに従ってエージェントを実行します。ステートマネージャー
および関連付けの詳細については、「ステートマネージャーについて」を参照してください。

10. [デプロイ設定] で、インスタンスをデプロイするレート (一度に 1 つずつ、一度にすべて、など) を制
御するデプロイ設定を選択します。デプロイ設定の詳細については、CodeDeploy でデプロイ設定を
使用する (p. 261) を参照してください。
11. (オプション) [ロードバランサー] で [ロードバランシングを有効にする] を選択し、デプロイプロ
セスでインスタンスへのトラフィックを管理する既存の Classic Load Balancer、Application Load
Balancer、または Network Load Balancer を選択します。
各インスタンスは、ロードバランサー (Classic Load Balancer) またはターゲットグループ
(Application Load Balancer および Network Load Balancer) から登録解除されて、デプロイ中にトラ
フィックがルーティングされなくなります。これは、デプロイが完了したときに再登録されます。
のロードバランサーの詳細については、「」を参照してください。 CodeDeploy デプロイ、「」を参
照してくださいIntegrating CodeDeploy with Elastic Load Balancing (p. 54)。

Warning
Auto Scaling グループと Elastic Load Balancing ロードバランサーの両方を設定してい
て、Auto Scaling グループにロードバランサーをアタッチする、この添付ファイルを完成さ
API バージョン 2014-10-06
285

AWS CodeDeploy ユーザーガイド
EC2/オンプレミス Blue/Green デプロイ用
のデプロイグループを作成する (コンソール)

せることをお勧めします前の作成 CodeDeploy このデプロイグループからのデプロイ。デプ
ロイの作成後にアタッチメントを完成させようとすると、すべてのインスタンスがロードバ
ランサーから予期せず登録解除されることがあります。
12. (オプション) [] を展開しますアドバンスト[Amazon SNS 通知トリガー]、[Amazon] など、デプロイに
含めたいオプションを設定します CloudWatchのアラーム、または自動ロールバック
詳細については、「デプロイグループの詳細オプションの設定 (p. 298)」を参照してください。
13. [Create deployment group] (デプロイグループの作成) を選択します。

EC2/オンプレミス Blue/Green デプロイ用のデプロイ
グループを作成する (コンソール)
を使用するには CodeDeploy コンソールを使用して、Blue/Green デプロイ用のデプロイグループを作成し
ます。

Warning
次の場合は、これらの手順を実行しないでください。
• のインスタンスはありません CodeDeploy Blue/Green デプロイプロセス中に置き換えるエー
ジェントがインストールされている。インスタンスをセットアップするには、CodeDeploy の
インスタンスの操作 (p. 204) の指示に従い、その後にこのトピックの手順に従います。
• カスタムデプロイ設定を使用するアプリケーションを作成する必要があり、まだデプロイ設定
を作成していません。Create a Deployment Configuration (p. 265) の指示に従った後に、このト
ピックの手順に従います。
• 信頼するサービスロールがありません CodeDeploy 最低でも、「」に記載されている信頼とア
クセス権限を持つ、ステップ 2: CodeDeploy のサービスロールの作成 (p. 33)。サービスロール
を作成して設定するには、ステップ 2: CodeDeploy のサービスロールの作成 (p. 33) の指示に従
い、その後にこのトピックの手順に従います。
• 置き換え先環境でインスタンスを登録するために、Elastic Load Balancing で Classic Load
Balancer または Application Load Balancer を作成していません。詳細については、「Elastic
Load Balancing でロードバランサーをセットアップする CodeDeploy Amazon EC2 デプロイメ
ント (p. 290)」を参照してください。
1.

にサインインします。AWS Management Consoleを開く CodeDeploy コンソールhttps://
console.aws.amazon.com/codedeploy。

Note
CodeDeploy の開始方法 (p. 33) で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使
用してサインインします。
2.

ナビゲーションペインで [デプロイ] を展開し、[アプリケーション] を選択します。

3.

[Applications] ページで、デプロイグループを作成するアプリケーションの名前を選択します。

4.

アプリケーションのページで、[デプロイグループ] タブの [デプロイグループの作成] を選択します。

5.

[デプロイグループ名] に、デプロイグループを表す名前を入力します。

Note
他のデプロイグループで使用されているのと同じ設定 (デプロイグループ名、タグ、Amazon
EC2 Auto Scaling グループ名、デプロイ設定など) を使用する場合は、このページでこれら
の設定を選択します。この新しいデプロイグループと既存のデプロイグループは名前が同じ
でも、それぞれが別のアプリケーションに関連付けられるため、 CodeDeploy では別のデプ
ロイグループとして扱われます。
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6.

[サービスロール] で、ターゲットインスタンスへのアクセス権を CodeDeploy に付与するサービス
ロールを選択します。

7.

[デプロイタイプ] で [Blue/Green] を選択します。

8.

[Environment configuration] で、置き換え先環境にインスタンスを提供するために使用する方法を選択
します:

9.

a.

Amazon EC2 Auto Scaling グループを自動的にコピーします: CodeDeploy は、ユーザーが指定し
たグループをコピーして Amazon EC2 Auto Scaling グループを作成します。

b.

インスタンスを手動でプロビジョニングします: デプロイを作成するまで置き換え先環境のインス
タンスを特定しません。デプロイを開始する前に、インスタンスを作成する必要があります。代
わりに、ここで置換するインスタンスを指定します。

In (イン)Systems Manager によるエージェント設定、インストールと更新の方法を指定してくださ
い CodeDeploy デプロイグループのインスタンスの の詳細については、「」を参照してください。
CodeDeploy エージェント、見ての操作 CodeDeploy エージェント。Systems Manager の詳細につい
ては、「Systems Manager とは」を参照してください。
a.

決して: の設定を省略します。 CodeDeploy Systems Manager によるインストール。デプロイで
使用するには、インスタンスにエージェントがインストールされている必要があります。した
がって、 CodeDeploy エージェントを別の方法でインストールする場合のみ、このオプションを
選択します。

b.

1 回だけ: Systems Manager がインストールします CodeDeploy デプロイグループ内のすべての
インスタンスにエージェントを 1 回実行する。

c.

今すぐ、更新を予定: Systems Manager は、ステートマネージャーとの関連付けを作成します。
CodeDeploy 設定したスケジュールに従ってエージェントを実行します。ステートマネージャー
および関連付けの詳細については、「ステートマネージャーについて」を参照してください。

10. ステップ 8 での選択内容に応じて、次のいずれかを実行します:
• [] を選択した場合Amazon EC2 Auto Scaling グループを自動的にコピーします: In (イン)Amazon
EC2 Auto Scaling グループ[] で、置き換え先環境のインスタンス用に作成される Amazon EC2 Auto
Scaling グループの名前を選択または入力します。選択した Amazon EC2 Auto Scaling グループ内
の現在正常なインスタンスの数が、置き換え先環境で作成されます。
• [] を選択した場合インスタンスを手動でプロビジョニングします: SelectAmazon EC2 Auto Scaling
グループ,Amazon EC2 Auto Scaling インスタンス[] のいずれかまたは両方を使用して、このデプロ
イグループに追加するインスタンスを指定します。元の環境のインスタンス (つまり、置換対象の
インスタンスまたは現在のアプリケーションリビジョンを実行しているインスタンス) を識別する
ための Amazon EC2 Auto Scaling タグ値または Amazon EC2 Auto Scaling グループ名を入力しま
す。
11. (オプション) [ロードバランサー] で [ロードバランシングを有効にする] を選択し、デプロイプロ
セスでインスタンスへのトラフィックを管理する既存の Classic Load Balancer、Application Load
Balancer、または Network Load Balancer を選択します。
各インスタンスは、ロードバランサー (Classic Load Balancer) またはターゲットグループ
(Application Load Balancer および Network Load Balancer) から登録解除されて、デプロイ中にトラ
フィックがルーティングされなくなります。これは、デプロイが完了したときに再登録されます。
のロードバランサーの詳細については、「」を参照してください。 CodeDeploy デプロイ、「」を参
照してくださいIntegrating CodeDeploy with Elastic Load Balancing (p. 54)。

Warning
Auto Scaling グループと Elastic Load Balancing ロードバランサーの両方を設定してい
て、Auto Scaling グループにロードバランサーをアタッチする、この添付ファイルを完成さ
せることをお勧めします前の作成 CodeDeploy このデプロイグループからのデプロイ。デプ
ロイの作成後にアタッチメントを完成させようとすると、すべてのインスタンスがロードバ
ランサーから予期せず登録解除されることがあります。
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12. [Deployment settings] で、置き換え先環境へトラフィックを再ルーティングするためのデフォルトの
オプション、デプロイに使用するデプロイ設定、デプロイ後に元の環境のインスタンスを処理する方
法を確認します。
設定を変更する場合は、次のステップに進みます。それ以外の場合は、ステップ 13 に進みます。
13. Blue/Green デプロイのデプロイ設定を変更するには、以下のいずれかの設定を選択します。
設定

オプション

[Traffic rerouting]

• すぐにトラフィックを再ルーティングする: 置
き換え先環境のインスタンスがプロビジョニ
ングされ、最新のアプリケーションリビジョ
ンがインストールされるとすぐに、ロードバ
ランサーに自動的に登録され、トラフィック
がそれらに再ルーティングされます。元の環
境内のインスタンスは、登録解除されます。
• トラフィックを再ルーティングするかどうか
を選択します: 置き換え先環境のインスタン
スは、手動でトラフィックを再ルーティング
しないかぎり、ロードバランサーに登録され
ません。指定した待機時間中にトラフィック
が再ルーティングされない場合、デプロイス
テータスは停止に変更されます。

Deployment configuration

置き換え先環境のインスタンスをロードバラン
サーに登録するレート (個別、一括など) を選択
します。

Note
トラフィックが置き換え先環境に適切
にルーティングされた後、元の環境の
インスタンスは、どのデプロイ設定が
選択されていても一度にすべて登録解
除されます。
詳細については、「CodeDeploy でデプロイ設定
を使用する (p. 261)」を参照してください。
Original instances

• デプロイグループの元のインスタンスを終了
する: トラフィックが置き換え先環境に再ルー
ティングされた後、ロードバランサーから登
録解除されたインスタンスは、指定した待機
時間の後に終了します。
• デプロイグループの元のインスタンスを実行
したままにする: トラフィックが置き換え先環
境に再ルーティングされた後、ロードバラン
サーから登録解除されたインスタンスは実行
し続けます。

14. (オプション) 入力アドバンスト[Amazon SNS 通知トリガー]、[Amazon SNS 通知トリガー]、
[Amazon] など、デプロイに含めたいオプションを設定します CloudWatch のアラーム、または自動
ロールバック
デプロイグループの詳細なオプションを指定する方法の詳細については、「デプロイグループの詳細
オプションの設定 (p. 298)」を参照してください。
15. [Create deployment group] (デプロイグループの作成) を選択します。
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Amazon ECS デプロイ用のデプロイグループを作成す
る (コンソール)
1.

にサインインします。AWS Management Consoleを開く CodeDeploy コンソールhttps://
console.aws.amazon.com/codedeploy。

Note
CodeDeploy の開始方法 (p. 33) で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使
用してサインインします。
2.

ナビゲーションペインで [デプロイ] を展開し、[アプリケーション] を選択します。

3.

[Applications table (アプリケーションテーブル)] から、編集するデプロイグループに関連付けられてい
るアプリケーションの名前を選択します。

4.

アプリケーションのページの [デプロイグループ] で、編集するデプロイグループの名前を選択しま
す。

5.

アプリケーションのページで、[デプロイグループ] タブの [デプロイグループの作成] を選択しま
す。Amazon ECS デプロイのデプロイグループを作成するために必要なものの詳細については、
「Amazon ECS デプロイを開始する前に (p. 17)」を参照してください。

6.

[デプロイグループ名] に、デプロイグループを表す名前を入力します。

Note
他のデプロイグループで使用されているのと同じ設定 (デプロイグループ名、タグ、 グルー
プ名、デプロイ設定など) を使用する場合は、このページでこれらの設定を選択します。こ
の新しいグループと既存のグループは名前が同じでも、 CodeDeploy それぞれが別のアプリ
ケーションに関連付けられるため、では別のデプロイグループとして扱われます。
7.

In (イン)サービスロール、をに付与するサービスロールを選択します CodeDeployAmazon ECS への
アクセス 詳細については、「ステップ 2: CodeDeploy のサービスロールの作成 (p. 33)」を参照してく
ださい。

8.

ロードバランサーの名前 から、Amazon ECS サービスにトラフィックを提供するロードバランサーの
名前を選択します。

9.

[本稼働リスナーポート] から、Amazon ECS サービスへの本稼働トラフィックを提供するリスナーの
ポートとプロトコルを選択します。

10. (オプション) テストリスナーポート から、デプロイ時に Amazon ECS サービス内の置き換えタ
スクセットにトラフィックを処理するテストリスナーのポートとプロトコルを選択します。[] で
1 つ、1 つ、または複数の Lambda 関数を指定できます。 AppSpec 実行中に実行されるファイ
ルAfterAllowTestTraffichook. この関数は、検証テストを実行できます。検証テストが失敗す
ると、デプロイのロールバックが発生します。検証テストに成功すると、デプロイのライフサイクル
の次のフック BeforeAllowTraffic がトリガーされます。テストリスナーポートが指定されてい
ない場合、AfterAllowTestTraffic フック中は何も起こりません。詳細については、「AppSpec
Amazon ECS デプロイの「hooks」セクション (p. 414)」を参照してください。
11. 送信元ターゲットグループ 1 の名前そしてターゲットグループ 2 の名前[] で、デプロイ時にトラ
フィックをルーティングするターゲットグループを選択します。 CodeDeploy 1 つのターゲットグ
ループを Amazon ECS サービスの元のタスクセットにバインドし、もう一方をその置き換えタスク
セットにバインドします。詳細については、「Application Load Balancer のターゲットグループ」を
参照してください。
12. [トラフィックをすぐに再ルーティングする] または [トラフィックを再ルーティングするタイミングを
指定する] を選択し、更新された Amazon ECS サービスにトラフィックを再ルーティングするタイミ
ングを決定します。
[トラフィックをすぐに再ルーティングする] を選択すると、置き換えタスクセットがプロビジョニン
グされた後、デプロイによってトラフィックが自動的に再ルーティングされます。
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[トラフィックを再ルーティングするタイミングを指定する] を選択すると、置き換えタスクセットが
正常にプロビジョニングされてから待機する日数、時間、分を選択します。この待機時間の間に、[]
で指定された Lambda 関数の検証テスト AppSpec ファイルが実行されます。トラフィックが再ルー
ティングされる前に待機時間が終了した場合、デプロイステータスは Stopped に変更されます。
13. 元のリビジョンの終了 では、デプロイが成功してからAmazon ECS サービスの元のタスクセットが終
了するまで待機する日数、時間、分数を選択します。
14. (オプション) 入力アドバンスト[Amazon SNS 通知トリガー]、[Amazon SNS 通知トリガー]、
[Amazon] など、デプロイに含めたいオプションを設定します CloudWatch のアラーム、または自動
ロールバック
詳細については、「デプロイグループの詳細オプションの設定 (p. 298)」を参照してください。

Elastic Load Balancing でロードバランサーをセット
アップする CodeDeploy Amazon EC2 デプロイメント
Blue/Green デプロイまたはデプロイグループでオプションのロードバランサーを指定するインプレー
スデプロイを実行する前に、事前に Elastic Load Balancing で Classic Load Balancer、Application Load
Balancer、Network Load Balancer を作成しておく必要があります。Blue/Green デプロイの場合は、その
ロードバランサーを使用して置き換え先環境を構成するインスタンスを登録します。元の環境のインスタ
ンスは、この同じロードバランサーにオプションで登録できます。
Classic Load Balancer を設定するには、[] の手順に従います。チュートリアル: Classic Load Balancer の
作成にClassic Load Balancer のユーザーガイド。次の点に注意してください。
• In (イン)ステップ 2: Load Balancer の定義、にLB Inside LB の作成[] で、インスタンスを作成したとき
に選択したのと同じ VPC を選択します。
• In (イン)ステップ 5: Load Balancer への EC2 インスタンスの登録[] で、現在デプロイグループにある
インスタンス (インプレースデプロイ)、または元の環境に存在するように指定したインスタンス (Blue/
Green デプロイ) を選択します。
• In (イン)ステップ 7: Load Balancer の作成と検証[] で、ロードバランサーの DNS アドレスをメモしま
す。
例えば、ロードバランサーの名前を my-load-balancer とした場合、DNS アドレスは my-loadbalancer-1234567890.us-east-2.elb.amazonaws.com のような形式で表示されます。
Application Load Balancer を設定するには、以下のトピックのいずれかの指示に従ってください。
• Application Load Balancer の作成
• チュートリアル: を使用して Application Load Balancer を作成するAWS CLI
Network Load Balancer を設定するには、以下のトピックのいずれかの指示に従ってください。
• Network Load Balancer を作成する
• チュートリアル: を使用して Network Load Balancer を作成するAWS CLI
Classic Load Balancer を設定するには、[] の手順に従います。チュートリアル: Classic Load Balancer の
作成。
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ロードバランサー、ターゲットグループ、リスナーを
セットアップする CodeDeploy Amazon ECS デプロイ
Amazon ECS コンピューティングプラットフォームを使用してデプロイを実行する前に、 Application
Load Balancer または Network Load Balancer、2 つのターゲットグループ、および 1 つ または 2 つのリ
スナーを作成する必要があります。このトピックでは、Application Load Balancer を作成する方法を説明
します。詳細については、「Amazon ECS デプロイを開始する前に (p. 17)」を参照してください。
ターゲットグループの 1 つが、Amazon ECS アプリケーションの元のタスクセットにトラフィックを誘導
します。もう 1 つのターゲットグループは、置き換えタスクセットにトラフィックを送信します。デプロ
イ中、 CodeDeploy は置き換えタスクセットを作成し、元のタスクセットから新しいタスクセットにトラ
フィックを再ルーティングします。 CodeDeploy 各タスクセットに使用されるターゲットグループを決定
します。
ロードバランサーは、リスナーを使用してターゲットグループにトラフィックをルーティングします。本
稼働リスナーが 1 つ必要です。検証テストの実行中、置き換えタスクセットにトラフィックをルーティン
グする、オプションのテストリスナーを指定できます。
ロードバランサーでは、2 つのパブリックサブネットを別々のアベイラビリティーゾーンに持つ VPC を使
用する必要があります。以下のステップでは、デフォルト VPC を確認し、Amazon EC2 Application Load
Balancer を作成し、ロードバランサーに 2 つのターゲットグループを作成する方法を示します。詳細につ
いては、「Network Load Balancer のターゲットグループ」を参照してください。

デフォルト VPC、パブリックサブネット、およびセキュリティ
グループの確認
このトピックでは、Amazon ECS のデプロイ中に使用できる Amazon EC2 Application Load Balancer、2
つのターゲットグループ、および 2 つのポートを作成する方法を示します。ポートの 1 つはオプション
であり、デプロイ中に検証テスト用のテストポートにトラフィックをルーティングする場合にのみ必要で
す。
1.

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

2.

使用するデフォルト VPC を確認します。ナビゲーションペインで、Your VPCs (お客様の VPC) をク
リックします。[デフォルト VPC] 列に [はい] と表示されているVPCに注意してください。これがデ
フォルトの VPC になります。これには、使用するデフォルトのサブネットが含まれます。

3.

[サブネット] を選択します。[デフォルトサブネット] 列で [はい] と表示されている 2 つのサブネット
のサブネット ID をメモしておきます。これらの ID は、ロードバランサーを作成するときに使用しま
す。

4.

各サブネットを選択し、[Description (説明)] タブを選択します。使用するサブネットが、異なるアベ
イラビリティーゾーンにあることを確認します。

5.

サブネットを選択後、[Route Table] タブを選択します。使用する各サブネットがパブリックサブネッ
トであることを確認するには、インターネットゲートウェイへのリンクのある行がルートテーブルに
含まれていることを確認します。

6.

AWS Management Console にサインインし、Amazon EC2 コンソール (https://
console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

7.

ナビゲーションペインで、[Security Groups] を選択します。

8.

使用するセキュリティグループが使用可能であることを確認し、そのグループ ID （[sg-abcd1234] な
ど）を書き留めます。これは、ロードバランサーを作成するときに使用します。
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Amazon EC2 Application Load Balancer、2 つのターゲットグ
ループ 、およびリスナーを作成します (コンソール)
Amazon EC2 コンソールを使用して Amazon EC2 Application Load Balancer を作成するには:
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon EC2 コンソール (https://
console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Load Balancers] (ロードバランサー) を選択します。

3.

[Create Load Balancer] を選択します。

4.

[Application Load Balancer] を選択し、[Create] を選択します。

5.

[Name] に、ロードバランサーの名前を入力します。

6.

[Scheme] で、[インターネット向け] を選択します。

7.

[IP address type] で、[ipv4] を選択します。

8.

（オプション）ロードバランサーの 2 番目のリスナーポートを設定します。このポートに提供される
テストトラフィックを使用して、デプロイの検証テストを実行できます。

9.

a.

[Load Balancer Protocol (ロードバランサーのプロトコル)] で、[Add listener (リスナーの追加)] を
選択します。

b.

2 番目のリスナーの [Load Balancer Protocol] で、[HTTP] を選択します。

c.

[ロードバランサーのポート] に「8080」と入力します。

アベイラビリティーゾーン の VPCで、デフォルトの VPC を選択し、使用する 2 つのデフォルトサブ
ネットを選択します。

10. [Next: (次へ:)] を選択します セキュリティ設定の構成。
11. [Next: (次へ:)] を選択します セキュリティグループの設定。
12. [Select an existing security group (既存のセキュリティグループを選択する)] を選択し、デフォルトの
セキュリティグループを選択して、その ID を書き留めます。
13. [Next: (次へ:)] を選択します ルーティングの設定。
14. [Target group (ターゲットグループ)] で、[New target group (新しいターゲットグループ)] を選択し、
最初のターゲットグループを設定します。
a.

[Name] に、ターゲットグループの名前 (例: target-group-1) を入力します。

b.

[Target type] で、[IP] を選択します。

c.

[Protocol] で、[HTTP] を選択します。[Port] に「80」と入力します。

d.

[Next: (次へ:)] を選択します ターゲットの登録。

15. [Next: (次へ:)] を選択します 確認[] を選択してから作成。

ロードバランサーの 2 番目のターゲットグループを作成するには
1.

ロードバランサーがプロビジョニングされたら、Amazon EC2 コンソールを開きます。ナビゲーショ
ンペインで、[Target Groups] を選択します。

2.

[Create target group] を選択します。

3.

[Name] に、ターゲットグループの名前 (例: target-group-2) を入力します。

4.

[Target type] で、[IP] を選択します。

5.

[Protocol] で、[HTTP] を選択します。[Port] に「80」と入力します。

6.

[VPC] で、デフォルトの VPC を選択します。

7.

[作成] を選択します。
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Note
Amazon ECS デプロイを実行するには、ロードバランサー用に 2 つのターゲットグループ
を作成する必要があります。Amazon ECS サービスを作成するときに、いずれかのターゲッ
トグループの ARN を使用します。詳細については、次を参照してください。ステップ 4:
Amazon ECS サービスを作成するのAmazon ECS ユーザーガイド。

Amazon EC2 Application Load Balancer、2 つのターゲットグ
ループ、およびリスナーを作成します (CLI)
AWS CLI を使用して Application Load Balancer を作成するには
1.

を使用するcreate-load-balancerコマンドを使用して Application Load Balancer を作成する 異なるア
ベイラビリティーゾーンにある 2 つのサブネット、およびセキュリティグループを指定します。
aws elbv2 create-load-balancer --name bluegreen-alb \
--subnets subnet-abcd1234 subnet-abcd5678 --security-groups sg-abcd1234 --region useast-1

出力には、次の形式でロードバランサーの Amazon リソースネーム (ARN) が含まれます。
arn:aws:elasticloadbalancing:region:aws_account_id:loadbalancer/app/bluegreen-alb/
e5ba62739c16e642

2.

を使用するcreate-target-groupコマンドを使用して、最初のターゲットグループを作成するコマンドを
選択します。 CodeDeploy このターゲットグループのトラフィックを、サービスの元のタスクセット
または置き換えタスクセットにルーティングします。
aws elbv2 create-target-group --name bluegreentarget1 --protocol HTTP --port 80 \
--target-type ip --vpc-id vpc-abcd1234 --region us-east-1

出力には、以下の形式で最初のターゲットグループの ARN が含まれます。
arn:aws:elasticloadbalancing:region:aws_account_id:targetgroup/
bluegreentarget1/209a844cd01825a4

3.

を使用するcreate-target-groupコマンドを使用して 2 つ目のターゲットグループを作成する
CodeDeploy ターゲットグループのトラフィックを、最初のターゲットグループによって処理されな
いタスクセットにターゲットグループのトラフィックをルーティングします。たとえば、最初のター
ゲットグループが元のタスクセットにトラフィックをルーティングする場合、このターゲットグルー
プは置き換えタスクセットにトラフィックをルーティングします。
aws elbv2 create-target-group --name bluegreentarget2 --protocol HTTP --port 80 \
--target-type ip --vpc-id vpc-abcd1234 --region us-east-1

出力には、以下の形式で 2 番目のターゲットグループの ARN が含まれます。
arn:aws:elasticloadbalancing:region:aws_account_id:targetgroup/
bluegreentarget2/209a844cd01825a4

4.

create-listener コマンドを使用して、本稼働トラフィックをポート 80 に転送するデフォルトルールを
持つリスナーを作成します。
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aws elbv2 create-listener --load-balancer-arn
arn:aws:elasticloadbalancing:region:aws_account_id:loadbalancer/app/bluegreen-alb/
e5ba62739c16e642 \
--protocol HTTP --port 80 \
--default-actions
Type=forward,TargetGroupArn=arn:aws:elasticloadbalancing:region:aws_account_id:targetgroup/
bluegreentarget1/209a844cd01825a4 --region us-east-1

出力には、以下の形式でリスナーの ARN が含まれます。
arn:aws:elasticloadbalancing:region:aws_account_id:listener/app/bluegreen-alb/
e5ba62739c16e642/665750bec1b03bd4

5.

（オプション）create-listener コマンドを使用して、テストトラフィックをポート 8080 に転送するデ
フォルトルールを持つ 2 番目のリスナーを作成します。このポートで提供されるテストトラフィック
を使用して、デプロイの検証テストを実行できます。
aws elbv2 create-listener --load-balancer-arn
arn:aws:elasticloadbalancing:region:aws_account_id:loadbalancer/app/bluegreen-alb/
e5ba62739c16e642 \
--protocol HTTP --port 8080 \
--default-actions
Type=forward,TargetGroupArn=arn:aws:elasticloadbalancing:region:aws_account_id:targetgroup/
bluegreentarget2/209a844cd01825a4 --region us-east-1

出力には、以下の形式でリスナーの ARN が含まれます。
arn:aws:elasticloadbalancing:region:aws_account_id:listener/app/bluegreen-alb/
e5ba62739c16e642/665750bec1b03bd4

デプロイグループの作成 (CLI)
AWS CLI を使用してデプロイグループを作成するには、以下を指定して create-deployment-group コマン
ドを呼び出します。
• アプリケーション名. アプリケーション名のリストを表示するには、[list-applications] コマンドを呼び出
します。
• デプロイグループの名前。指定したアプリケーションに対して、この名前でデプロイグループが作成さ
れます。デプロイグループは、1 つのアプリケーションにのみ関連付けることができます。
• デプロイグループに含めるインスタンスを識別するタグ、タググループ、または Amazon EC2 Auto
Scaling グループ名に関する情報。
• AWS の他のサービスとやり取りする際に CodeDeploy がユーザーの AWS アカウントに代わって動作す
ることを許可するサービスロールの Amazon リソースネーム (ARN) 識別子。サービスロール ARN を取
得するには、「サービスロール ARN (CLI) を取得します。 (p. 39)」を参照してください。サービスロー
ルの詳細については、IAM ユーザーガイド の「ロールに関する用語と概念」を参照してください。
• デプロイグループに関連付けるデプロイのタイプ（インプレースまたは Blue/Green）についての情報。
• (オプション) 既存のデプロイ設定の名前。デプロイ設定のリストを表示するには、View Deployment
Configuration Details (p. 266) を参照してください。指定されない場合、 CodeDeploy ではデフォルトの
デプロイ設定を使用します。
• (オプション) Amazon Simple Notification Service トピックに登録しているユーザーにデプロイとイ
ンスタンスのイベントに関する通知をプッシュするトリガーを作成するコマンド。詳細については、
「Monitoring Deployments with Amazon SNS Event Notifications (p. 358)」を参照してください。
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• (オプション) 既存のコマンドを追加するコマンド CloudWatch アラームで指定したメトリクスが定義済
みのしきい値を下回る/上回るとアクティブ化される、デプロイグループへのアラーム。
• (オプション) デプロイが失敗、または CloudWatch アラームが作動します。
• インプレースデプロイの場合:
• (オプション) デプロイプロセスでインスタンスへのトラフィックを管理する、Elastic Load Balancing
の Classic Load Balancer または Application Load Balancer の名前。
• Blue/Green デプロイの場合。
• Blue/Green デプロイプロセスの設定。
• 置き換え先環境の新しいインスタンスをプロビジョニングする方法。
• トラフィックを置き換え先環境にすぐに再ルーティングするか、またはトラフィックを手動で再
ルーティングするために指定された期間待機するか。
• 元の環境内のインスタンスを終了するかどうか。
• 置き換え先環境で登録されたインスタンスに使用する Elastic Load Balancing の Classic Load
Balancer または Application Load Balancer の名前。

Warning
Auto Scaling グループと Elastic Load Balancing ロードバランサーの両方を設定していて、Auto
Scaling グループにロードバランサーをアタッチする、この添付ファイルを完成させることをお
勧めします前の作成 CodeDeploy このデプロイグループからのデプロイ。デプロイの作成後に
アタッチメントを完成させようとすると、すべてのインスタンスがロードバランサーから予期
せず登録解除されることがあります。

CodeDeploy でデプロイグループの詳細を表示する
CodeDeploy コンソール、AWS CLI、または、CodeDeploy API を使用して、アプリケーションに関連付け
られたすべてのデプロイグループに関する詳細を表示します。
トピック
• デプロイグループの詳細を表示する (コンソール) (p. 295)
• デプロイグループの詳細を表示する (CLI) (p. 296)

デプロイグループの詳細を表示する (コンソール)
CodeDeploy コンソールを使用してデプロイグループの詳細を表示するには:
1. にサインインします。AWS Management Consoleで、CodeDeploy コンソールを開きます。https://
console.aws.amazon.com/codedeploy。

Note
で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使用してサインインしま
す。CodeDeploy の開始方法 (p. 33)。
2. ナビゲーションペインで、[] を展開します。デプロイ[] の順に選択し、アプリケーション。
3. [Applications] ページで、デプロイグループに関連付けられたアプリケーション名を選択します。

Note
エントリが表示されない場合は、正しいリージョンが選択されていることを確認してくださ
い。ナビゲーションバーで、リージョンセレクタで、に示すいずれかのリージョンを選択しま
す。リージョンとエンドポイントのAWS全般のリファレンス。CodeDeploy は、これらのリー
ジョンでのみサポートされています。
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4. 個別のデプロイグループに関する詳細を表示するには、[デプロイグループ] タブで、デプロイグループ
の名前を選択します。

デプロイグループの詳細を表示する (CLI)
AWS CLI を使用してデプロイグループの詳細を表示するには、get-deployment-group コマンドまた
は list-deployment-groups コマンドを呼び出します。
1 つのデプロイの詳細を表示するには、デプロイメントグループの取得コマンド、以下を指定します。
• デプロイグループに関連付けられたアプリケーション名。アプリケーション名を取得するには、リスト
アプリケーションコマンド。
• デプロイグループ名。デプロイグループ名を取得するには、リスト・デプロイメント・グループコマン
ド。
デプロイグループ名のリストを表示するには、リスト・デプロイメント・グループコマンドで、デプロイ
グループに関連付けられたアプリケーション名を指定します。アプリケーション名を取得するには、リス
トアプリケーションコマンド。

CodeDeploy でデプロイグループの設定を変更する
CodeDeploy コンソール、AWS CLI、または、CodeDeploy API を使用して、デプロイグループの設定を変
更します。

Warning
デプロイグループが、まだ作成していないカスタムデプロイグループを使用する場合、これらの
手順を使用しないでください。代わりに、「Create a Deployment Configuration (p. 265)」の手
順に従って、このトピックに戻ります。デプロイグループが、別のまだ作成していないサービス
ロールを使用する場合、これらの手順を使用しないでください。サービスロールは、最低でも、
「」で説明されているアクセス権限を持つ、CodeDeploy を信頼する必要があります。ステップ
2: CodeDeploy のサービスロールの作成 (p. 33)。正しいアクセス許可を持つサービスロールを作
成し、設定するには、「ステップ 2: CodeDeploy のサービスロールの作成 (p. 33)」の手順に従っ
て、このトピックに戻ります。
トピック
• デプロイグループの設定を変更する (コンソール) (p. 296)
• デプロイグループ設定の変更 (CLI) (p. 297)

デプロイグループの設定を変更する (コンソール)
CodeDeploy コンソールを使用してデプロイグループの設定を変更するには。
1. にサインインします。AWS Management Consoleで、CodeDeploy コンソールを開きます。https://
console.aws.amazon.com/codedeploy。

Note
で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使用してサインインしま
す。CodeDeploy の開始方法 (p. 33)。
2. ナビゲーションペインで、[] を展開します。デプロイ[] の順に選択します。アプリケーション。
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3. アプリケーションのリストで、変更するデプロイグループに関連付けられているアプリケーションの名
前を選択します。

Note
エントリが表示されない場合は、正しいリージョンが選択されていることを確認してくださ
い。ナビゲーションバーで、リージョンセレクタで、に一覧表示されたいずれかのリージョン
を選択します。リージョンとエンドポイントのAWS全般のリファレンス。CodeDeploy は、こ
れらのリージョンでのみサポートされています。
4. [デプロイグループ] タブを選択し、変更するデプロイグループの名前を選択します。
5. [デプロイグループ] ページで、[編集] を選択します。
6. 必要に応じてデプロイグループのオプションを編集します。
デプロイグループのコンポーネントの詳細については、「でデプロイグループを作成する
CodeDeploy (p. 283)」を参照してください。
7. [Save changes] (変更を保存) をクリックします。

デプロイグループ設定の変更 (CLI)
♪AWS CLIデプロイグループの設定を変更するには、アップデート展開グループコマンド、以下を指定し
ます。
• EC2/オンプレミスの場合AWSLambda デプロイ
• アプリケーション名. アプリケーション名のリストを表示するには、アプリケーションを一覧表示しま
すコマンド。
• 現在のデプロイグループ名。デプロイグループ名のリストを表示するには、リスト展開グループコマ
ンド。
• (オプション) 別のデプロイグループ名。
• (オプション) 別の Amazon リソースネーム (ARN)。これは、CodeDeploy をAWS他者とやり取りする
ときのアカウントの代理人AWSのサービス。サービスロール ARN を取得するには、「サービスロー
ル ARN (CLI) を取得します。 (p. 39)」を参照してください。サービスロールの詳細については、「」
を参照してください。ロールに関する用語と概念にIAM ユーザーガイド。
• (オプション) デプロイ設定の名前。デプロイ設定のリストを表示するには、View Deployment
Configuration Details (p. 266) を参照してください。(指定されない場合、CodeDeploy ではデフォルト
のデプロイ設定を使用します。)
• (オプション) アラームで指定されたメトリクスが定義したしきい値を下回る、または、超える場合に
アクティベートするデプロイグループに 1 つ以上の既存 CloudWatch アラームを追加するコマンド。
• (オプション) デプロイが失敗、または CloudWatch アラームがアクティブ化されると、既知の正常な
リビジョンのデプロイにロールバックするコマンド。
• (オプション) Amazon Simple Notification Service のトピックに発行するトリガーを作成または更新
するコマンド。これにより、そのトピックのサブスクライバーがこのデプロイグループのデプロイお
よびインスタンスイベントに関する通知を受け取ります。詳細については、Monitoring Deployments
with Amazon SNS Event Notifications (p. 358) を参照してください。
• EC2/オンプレミスのデプロイの場合のみ:
• (オプション) デプロイグループに含まれるインスタンスを一意に識別する代替タグまたはタググルー
プ。
• (オプション) デプロイグループに追加する代替 Amazon EC2 Auto Scaling グループの名前。
• Amazon ECS デプロイの場合のみ:
• デプロイする Amazon ECS サービス。
• ロードバランサーの情報。Application Load Balancer またはNetwork Load Balancer、Amazon ECS デ
プロイに必要なターゲットグループ、および本番稼働用とオプションのテストリスナー情報。
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デプロイグループの詳細オプションの設定
デプロイグループを作成または更新する場合は、そのデプロイグループのデプロイをより詳細に制御およ
び監視できるように、数多くのオプションを設定できます。
このページの情報を使用して、次のトピックで、デプロイグループを使用するときに詳細オプションを設
定できます。
• を使用してアプリケーションを作成 CodeDeploy (p. 269)
• でデプロイグループを作成する CodeDeploy (p. 283)
• CodeDeploy でデプロイグループの設定を変更する (p. 296)
Amazon SNS 通知トリガー: トリガーを CodeDeploy デプロイグループに追加すると、そのデプロイグ
ループでのデプロイに関連するイベントに関する通知を受信できます。これらの通知は、トリガーのアク
ションの一部となった Amazon SNS トピックにサブスクライブされている受信者に送信されます。
このトリガーが指す Amazon SNS トピックを既に設定している必要があり、には、このCodeDeploy グ
ループからトピックに発行するためのアクセス許可が必要です。これらのセットアップ手順をまだ完了し
ていない場合は、後でデプロイグループにトリガーを追加できます。
このアプリケーションのデプロイグループのデプロイイベントに関する通知を受信するトリガーを今すぐ
作成する場合は、[Create trigger] を選択します。
Amazon EC2 にデプロイする場合、インスタンスの通知を作成して、関連する通知を受け取ることができ
ます。
詳細については、「Monitoring Deployments with Amazon SNS Event Notifications (p. 358)」を参照して
ください。
Amazon CloudWatch アラーム: 指定した期間にわたって単一のメトリクスを監視し、複数の期間に
わたり所定のしきい値とメトリクスの値の関係性に基づいて 1 つまたは複数のアクションを実行する
CloudWatch アラームを作成できます。Amazon EC2 デプロイの場合は、CodeDeploy オペレーションで
使用しているインスタンスまたは Amazon EC2 Auto Scaling グループのアラームを作成できます。Aの場
合AWSLambda と Amazon ECS デプロイの場合は、Lambda 関数でのエラーに対してアラームを作成でき
ます。
Amazon CloudWatch アラームが、メトリクスが定義されたしきい値を下回った、または超えたことを検
出すると、デプロイを停止するように設定できます。
デプロイグループに追加する前に、CloudWatch でアラームを作成しておく必要があります。
1. デプロイグループにアラームモニタリングを追加するには、[アラーム]、[アラームの追加] の順に選択し
ます。
2. このデプロイを監視するためにすでにセットアップした CloudWatch アラームの名前を入力します。
CloudWatch で作成されたのとまったく同じ CloudWatch アラームを入力する必要があります。アラー
ムのリストを表示するには、で CloudWatch コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/
cloudwatch/[] を選択してから、アラーム。
追加のオプション:
• 追加したアラームを想定せずにデプロイを続行する場合は、[Ignore alarm configuration] を選択します。
この選択は、後で同じアラームを再び追加しなくても、デプロイグループのアラームの監視を一時的に
非アクティブ化する場合に便利です。
• (省略可能) CodeDeploy が Amazon CloudWatch からアラームステータスを取得できなくてもデプロイ
を続行する場合は、アラームステータスが利用できない場合でも、展開を続行する。
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Note
このオプションは、ignorePollAlarmFailureのAlarmConfigurationCodeDeploy API のオブジェク
ト。
詳細については、「CodeDeploy での CloudWatch アラームを使用したデプロイのモニタリン
グ (p. 353)」を参照してください。
自動ロールバック: デプロイが失敗した場合、または指定した監視しきい値に達した場合、自動的にロール
バックするように、デプロイグループまたはデプロイを設定できます。この場合、アプリケーションリビ
ジョンの最後の既知の正常なバージョンがデプロイされます。コンソールを使用してアプリケーションを
作成する場合、デプロイグループを作成する場合、またはデプロイグループを更新する場合、デプロイグ
ループのオプション設定を設定できます。新しいデプロイを作成するとき、デプロイグループに指定され
た自動ロールバック設定をオーバーライドすることもできます。
•

次のいずれかまたは両方を選択して何か問題が発生した場合、デプロイを有効化して最新の既知の正
常なリビジョンにロールバックすることができます。
• デプロイが失敗したときにロールバックする。CodeDeploy は、新しいデプロイとして、最後の正
常なデプロイであることがわかっているリビジョンを再デプロイします。
• アラームのしきい値が一致したときにロールバックする。前のステップでこのアプリケーショ
ンにアラームを追加した場合、指定された 1 つ以上のアラームがアクティブ化されたとき
に、CodeDeploy は最後の正常なデプロイであることがわかっているリビジョンを再デプロイしま
す。

Note
ロールバック設定を一時的に無視するには、[Disable rollbacks] を選択します。この選択は、
後で再び同じ設定をセットアップせずに自動ロールバックを一時的に無効にする場合に便利
です。
詳細については、「CodeDeploy を使用してデプロイを再デプロイしてロールバックする (p. 338)」
を参照してください。
古いインスタンスの自動更新: 特定の状況下では、CodeDeploy がアプリケーションの古いリビジョンを
Amazon EC2 インスタンスにデプロイすることがあります。たとえば、CodeDeploy デプロイの進行中に
EC2 インスタンスが Auto Scaling グループ（ASG）で起動された場合、それらのインスタンスは最新のア
プリケーションではなく、古いリビジョンを受け取ります。これらのインスタンスを最新の状態にするた
めに、CodeDeploy は自動的に（最初のデプロイの直後に）フォローオンデプロイを開始し、古いインス
タンスを更新します。このデフォルトの動作を変更して、古い EC2 インスタンスが古いリビジョンに残る
ようにしたい場合は、CodeDeploy API またはAWS Command Line Interface(CLI)。
API を使用して古いインスタンスの自動更新を設定するには、outdatedInstancesStrategyリクエス
トパラメータのUpdateDeploymentGroupまたはCreateDeploymentGroupaction. 詳細については、
「」を参照してください。AWS CodeDeployAPI リファレンス。
を使用して自動更新を構成するにはAWS CLIの場合は、以下のコマンドの 1 つを使用します。
aws deploy update-deployment-group arguments --outdated-instances-strategy
UPDATE|IGNORE
または...
aws deploy create-deployment-group arguments --outdated-instances-strategy
UPDATE|IGNORE
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... ここで、とします##は、デプロイメントに必要な引数に置き換えられます。##|IGNOREのいずれかで
置き換えられますUPDATE自動更新を有効にするには、またはIGNOREこれを無効にします。
例:
aws deploy update-deployment-group --application-name "MyApp" --currentdeployment-group-name "MyDG" --region us-east-1 --outdated-instances-strategy
IGNORE
これらの詳細については、「」を参照してください。AWS CLIコマンドの詳細については、「」を参照し
てください。AWS CLIコマンドリファレンス。

CodeDeploy でデプロイグループを削除する
CodeDeploy コンソールAWS CLI、または、CodeDeploy API を使用して、AWSアカウント.

Warning
デプロイグループを削除すると、そのデプロイグループに関連付けられるすべての詳細もまた
CodeDeploy から削除されます。デプロイグループで使用するインスタンスは変更されません。
このアクションは元に戻すことができません。
トピック
• デプロイグループ (コンソール) の削除 (p. 300)
• デプロイグループ (CLI) の削除 (p. 300)

デプロイグループ (コンソール) の削除
CodeDeploy コンソールを使用してデプロイグループを削除するには。
1. にサインインします。AWS Management Consoleで、CodeDeploy コンソールを開きます。https://
console.aws.amazon.com/codedeploy。

Note
で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使用してサインインしま
す。CodeDeploy の開始方法 (p. 33)。
2. ナビゲーションペインで、[] を展開します。デプロイ[] の順に選択しますアプリケーション。
3. アプリケーションのリストで、デプロイグループに関連付けられるアプリケーションの名前を選択しま
す。
4. [アプリケーションの詳細] ページの [デプロイグループ] タブで、削除するデプロイグループの名前を選
択します。
5. [デプロイの詳細] ページで、[削除] を選択します。
6. 求められたら、デプロイグループの名前を入力して削除を確認してから、[Delete] を選択します。

デプロイグループ (CLI) の削除
♪AWS CLIデプロイグループを削除するには、デプロイ-グループの削除コマンド、以下を指定します。
• デプロイグループに関連付けられたアプリケーションの名前。アプリケーション名のリストを表示する
には、アプリケーションを一覧表示しますコマンド。
• アプリケーションに関連付けられたデプロイグループの名前。デプロイグループ名のリストを表示する
には、リスト・デプロイメント・グループコマンド。
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CodeDeploy のアプリケーションリビ
ジョンの操作
CodeDeploy で、リビジョンにはがインスタンスにデプロイするソースファイルのバージョン、または
CodeDeploy がインスタンスで実行するスクリプトが含まれています。
リビジョンを計画し、このリビジョンに AppSpec を追加してから、リビジョンをAmazon S3 または
GitHub にプッシュします。リビジョンをプッシュしたら、デプロイできます。
トピック
• CodeDeploy のリビジョンを計画する (p. 301)
• CodeDeploy のリビジョンにアプリケーション仕様ファイルを追加する (p. 302)
• CodeDeploy リポジトリタイプを選択する (p. 308)
• CodeDeploy のリビジョンを Amazon S3 にプッシュする (EC2/オンプレミスのデプロイの
み) (p. 310)
• CodeDeploy を使用してアプリケーションリビジョン詳細を表示する (p. 313)
• CodeDeploy を使用して Amazon S3 にアプリケーションリビジョンを登録する (p. 314)

CodeDeploy のリビジョンを計画する
良い計画は、リビジョンのデプロイをより簡単にします。
にデプロイする場合AWSLambda または Amazon ECS コンピューティングプラットフォームの場合、リ
ビジョンは AppSpec ファイルと同じです。次の情報は適用されません。詳細については、「」を参照し
てください。CodeDeploy のリビジョンにアプリケーション仕様ファイルを追加する (p. 302)
EC2/オンプレミスのコンピューティングプラットフォームにデプロイする場合、開発マシンで空のルー
トディレクトリ (フォルダ) を作成することから始めます。これはインスタンスで実行するインスタンスま
たはスクリプトにデプロイするソースファイル (テキストファイルやバイナリファイル、実行ファイル、
パッケージなど) を保存します。
たとえば、/tmp/Linux、macOS、Unix のルートフォルダc:\tempWindows のルートフォルダ:
/tmp/ or c:\temp (root folder)
|--content (subfolder)
|
|--myTextFile.txt
|
|--mySourceFile.rb
|
|--myExecutableFile.exe
|
|--myInstallerFile.msi
|
|--myPackage.rpm
|
|--myImageFile.png
|--scripts (subfolder)
|
|--myShellScript.sh
|
|--myBatchScript.bat
|
|--myPowerShellScript.ps1
|--appspec.yml
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ルートフォルダには、以下に示すとおり、アプリケーション仕様ファイル (AppSpec ファイル) が含まれま
す。詳細については、CodeDeploy のリビジョンにアプリケーション仕様ファイルを追加する (p. 302)を
参照してください。

CodeDeploy のリビジョンにアプリケーション仕様
ファイルを追加する
このトピックでは、AppSpec ファイルをデプロイに追加する方法について説明します。また、AppSpec
ファイルを作成するためのテンプレートも含まれます。AWSLambda および EC2/オンプレミスデプロイ
です。
トピック
• Amazon ECS デプロイ向けに AppSpec ファイルを追加する (p. 302)
• に AppSpec ファイルを追加するAWSLambda デプロイサービス (p. 304)
• EC2/オンプレミスデプロイ向けに AppSpec ファイルを追加する (p. 306)

Amazon ECS デプロイ向けに AppSpec ファイルを追
加する
Amazon ECS コンピューティングプラットフォームへのデプロイの場合:
• AppSpec ファイルは、デプロイに使用される Amazon ECS タスク定義、トラフィックをルーティング
するコンテナ名とポートマッピング、およびオプションの Lambda 関数をデプロイライフサイクルイベ
ントの後で実行するオプションの Lambda 関数を指定するために使用されます。
• リビジョンは、AppSpec ファイルと同じです。
• AppSpec ファイルは、JSON または YAML を使用して書き込むことができます。
• AppSpec ファイルは、テキストファイルとして保存するか、デプロイ作成時にコンソールに直接入力す
ることができます。詳細については、「 Amazon ECS コンピューティングプラットフォームのデプロイ
を作成する (コンソール) (p. 321)」を参照してください。
AppSpec ファイルを作成するには
1.
2.
3.
4.

JSON または YAML テンプレートをテキストエディタ、またはコンソールの AppSpec エディタにコ
ピーします。
必要に応じてテンプレートを変更します。
JSON または YAML Validator を使用して、AppSpec ファイルを検証します。AppSpec エディタを使
用している場合は、[デプロイの作成] を選択すると、このファイルが検証されます。
テキストエディタを使用している場合は、ファイルを保存します。♪AWS CLIデプロイを作成するに
は、AppSpec ファイルがハードドライブ、または Amazon S3 バケットにあるかどうかを確認しま
す。コンソールを使用している場合は、AppSpec ファイルを Amazon S3 にプッシュする必要があり
ます。

手順を含む Amazon ECS デプロイ用の YAML AppSpec ファイル
テンプレート
以下に示しているのは、利用できるすべてのオプションを使用した Amazon ECS デプロイ用の AppSpec
ファイルの YAML テンプレートです。hooks セクションで使用するライフサイクルイベントについては、
「AppSpec Amazon ECS デプロイの「hooks」セクション (p. 414)」を参照してください。
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# This is an appspec.yml template file for use with an Amazon ECS deployment in CodeDeploy.
# The lines in this template that start with the hashtag are
#
comments that can be safely left in the file or
#
ignored.
# For help completing this file, see the "AppSpec File Reference" in the
#
"CodeDeploy User Guide" at
#
https://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/app-spec-ref.html
version: 0.0
# In the Resources section, you must specify the following: the Amazon ECS service, task
definition name,
# and the name and port of the your load balancer to route traffic,
# target version, and (optional) the current version of your AWS Lambda function.
Resources:
- TargetService:
Type: AWS::ECS::Service
Properties:
TaskDefinition: "" # Specify the ARN of your task definition
(arn:aws:ecs:region:account-id:task-definition/task-definition-family-name:taskdefinition-revision-number)
LoadBalancerInfo:
ContainerName: "" # Specify the name of your Amazon ECS application's container
ContainerPort: "" # Specify the port for your container where traffic reroutes
# Optional properties
PlatformVersion: "" # Specify the version of your Amazon ECS Service
NetworkConfiguration:
AwsvpcConfiguration:
Subnets: ["",""] # Specify one or more comma-separated subnets in your Amazon
ECS service
SecurityGroups: ["",""] # Specify one or more comma-separated security groups
in your Amazon ECS service
AssignPublicIp: "" # Specify "ENABLED" or "DISABLED"
# (Optional) In the Hooks section, specify a validation Lambda function to run during
# a lifecycle event.
Hooks:
# Hooks for Amazon ECS deployments are:
- BeforeInstall: "" # Specify a Lambda function name or ARN
- AfterInstall: "" # Specify a Lambda function name or ARN
- AfterAllowTestTraffic: "" # Specify a Lambda function name or ARN
- BeforeAllowTraffic: "" # Specify a Lambda function name or ARN
- AfterAllowTraffic: "" # Specify a Lambda function name or ARN

Amazon ECS デプロイテンプレート用の JSON AppSpec ファイ
ル
以下に示しているのは、利用できるすべてのオプションを使用した Amazon ECS デプロイ用の AppSpec
ファイル用の JSON テンプレートです。テンプレートの使用方法については、前のセクションの YAML
バージョンのコメントを参照してください。hooks セクションで使用するライフサイクルイベントについ
ては、「AppSpec Amazon ECS デプロイの「hooks」セクション (p. 414)」を参照してください。
{

"version": 0.0,
"Resources": [
{
"TargetService": {
"Type": "AWS::ECS::Service",
"Properties": {
"TaskDefinition": "",
"LoadBalancerInfo": {
"ContainerName": "",
"ContainerPort":
},
"PlatformVersion": "",
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"NetworkConfiguration": {
"AwsvpcConfiguration": {
"Subnets": [
"",
""
],
"SecurityGroups": [
"",
""
],
"AssignPublicIp": ""
}
}

}
}
}
],
"Hooks": [
{
"BeforeInstall": ""
},
{
"AfterInstall": ""
},
{
"AfterAllowTestTraffic": ""
},
{
"BeforeAllowTraffic": ""
},
{
"AfterAllowTraffic": ""
}
]

}

に AppSpec ファイルを追加するAWSLambda デプロ
イサービス
へのデプロイの場合AWSLambda コンピューティングプラットフォーム
• AppSpec ファイルには、デプロイされる Lambda 関数に関する手順が含まれており、デプロイの検証で
使用されます。
• リビジョンは、AppSpec ファイルと同じです。
• AppSpec ファイルは、JSON または YAML を使用して書き込むことができます。
• AppSpec ファイルは、テキストファイルとして保存するか、デプロイ作成時にコンソールの AppSpec
エディタに直接入力することができます。詳細については、「を作成するAWSLambda コンピューティ
ングプラットフォームのデプロイ (コンソール) (p. 322)」を参照してください。
AppSpec ファイルを作成するには
1.
2.
3.
4.

JSON または YAML テンプレートをテキストエディタ、またはコンソールの AppSpec エディタにコ
ピーします。
必要に応じてテンプレートを変更します。
JSON または YAML Validator を使用して、AppSpec ファイルを検証します。AppSpec エディタを使
用している場合は、[デプロイの作成] を選択すると、このファイルが検証されます。
テキストエディタを使用している場合は、ファイルを保存します。♪AWS CLIデプロイを作成するに
は、AppSpec ファイルがハードドライブ、または Amazon S3 バケットにあるかどうかを確認しま
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す。コンソールを使用している場合は、AppSpec ファイルを Amazon S3 にプッシュする必要があり
ます。

YAML AppSpec ファイルテンプレートAWS Lambda手順付きの
デプロイメント
hooks セクションで使用するライフサイクルイベントについては、「AppSpec 用の「hoks」セクション
AWSLambda デプロイ (p. 418)」を参照してください。
# This is an appspec.yml template file for use with an AWS Lambda deployment in CodeDeploy.
# The lines in this template starting with the hashtag symbol are
#
instructional comments and can be safely left in the file or
#
ignored.
# For help completing this file, see the "AppSpec File Reference" in the
#
"CodeDeploy User Guide" at
#
https://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/app-spec-ref.html
version: 0.0
# In the Resources section specify the name, alias,
# target version, and (optional) the current version of your AWS Lambda function.
Resources:
- MyFunction: # Replace "MyFunction" with the name of your Lambda function
Type: AWS::Lambda::Function
Properties:
Name: "" # Specify the name of your Lambda function
Alias: "" # Specify the alias for your Lambda function
CurrentVersion: "" # Specify the current version of your Lambda function
TargetVersion: "" # Specify the version of your Lambda function to deploy
# (Optional) In the Hooks section, specify a validation Lambda function to run during
# a lifecycle event. Replace "LifeCycleEvent" with BeforeAllowTraffic
# or AfterAllowTraffic.
Hooks:
- LifeCycleEvent: "" # Specify a Lambda validation function between double-quotes.

JSON AppSpec ファイルAWS Lambdaデプロイテンプレート
以下のテンプレートで、"MyFunction" を AWS Lambda 関数名に置き換えます。オプションの Hooks セク
ションで、ライフサイクルイベントを BeforeAllowTraffic または AfterAllowTraffic に置き換えます。
Hooks セクションで使用するライフサイクルイベントについては、「AppSpec 用の「hoks」セクション
AWSLambda デプロイ (p. 418)」を参照してください。
{

"version": 0.0,
"Resources": [{
"MyFunction": {
"Type": "AWS::Lambda::Function",
"Properties": {
"Name": "",
"Alias": "",
"CurrentVersion": "",
"TargetVersion": ""
}
}
}],
"Hooks": [{
"LifeCycleEvent": ""
}
]

}
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EC2/オンプレミスデプロイ向けに AppSpec ファイル
を追加する
AppSpec ファイルがないと、CodeDeploy は、アプリケーションリビジョンのソースファイルを送信先に
マッピングしたり、EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォームにデプロイするためのスクリ
プトを実行できません。
各リビジョンには、AppSpec ファイルを 1 つだけ含める必要があります。
リビジョンに AppSpec ファイルを追加するには
1.

テンプレートにテキストエディターをコピーします。

2.

必要に応じてテンプレートを変更します。

3.

YAML Validator を使用して、AppSpec ファイルの有効性をチェックします。

4.

リビジョンのルートディレクトリに appspec.yml としてファイルを保存します。

5.

次のいずれかのコマンドを実行して、AppSpec ファイルがルートディレクトリにあるかどうかを確認
します。
• Linux、macOS、Unix の場合:
find /path/to/root/directory -name appspec.yml

そこに AppSpec ファイルが見つからない場合は、出力は発生しません。
• Windows の場合:
dir path\to\root\directory\appspec.yml

あるファイルが見つかりませんAppSpec ファイルが保存されていない場合は、[] エラーが表示され
ます。
6.

リビジョンを Amazon S3 または GitHub にプッシュします。
手順については、CodeDeploy のリビジョンを Amazon S3 にプッシュする (EC2/オンプレミスのデプ
ロイのみ) (p. 310) を参照してください。

EC2/オンプレミスデプロイ用の AppSpec ファイルテンプレート
Note
Windows Server インスタンスへのデプロイメントでは、runaselement Windows Server インス
タンスにデプロイする場合は、AppSpec ファイルに含まれないでください。
# This is an appspec.yml template file for use with an EC2/On-Premises deployment in
CodeDeploy.
# The lines in this template starting with the hashtag symbol are
#
instructional comments and can be safely left in the file or
#
ignored.
# For help completing this file, see the "AppSpec File Reference" in the
#
"CodeDeploy User Guide" at
#
https://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/app-spec-ref.html
version: 0.0
# Specify "os: linux" if this revision targets Amazon Linux,
#
Red Hat Enterprise Linux (RHEL), or Ubuntu Server
#
instances.
# Specify "os: windows" if this revision targets Windows Server instances.
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# (You cannot specify both "os: linux" and "os: windows".)
os: linux
# os: windows
# During the Install deployment lifecycle event (which occurs between the
#
BeforeInstall and AfterInstall events), copy the specified files
#
in "source" starting from the root of the revision's file bundle
#
to "destination" on the Amazon EC2 instance.
# Specify multiple "source" and "destination" pairs if you want to copy
#
from multiple sources or to multiple destinations.
# If you are not copying any files to the Amazon EC2 instance, then remove the
#
"files" section altogether. A blank or incomplete "files" section
#
may cause associated deployments to fail.
files:
- source:
destination:
- source:
destination:
# For deployments to Amazon Linux, Ubuntu Server, or RHEL instances,
#
you can specify a "permissions"
#
section here that describes special permissions to apply to the files
#
in the "files" section as they are being copied over to
#
the Amazon EC2 instance.
#
For more information, see the documentation.
# If you are deploying to Windows Server instances,
#
then remove the
#
"permissions" section altogether. A blank or incomplete "permissions"
#
section may cause associated deployments to fail.
permissions:
- object:
pattern:
except:
owner:
group:
mode:
acls:
context:
user:
type:
range:
type:
# If you are not running any commands on the Amazon EC2 instance, then remove
#
the "hooks" section altogether. A blank or incomplete "hooks" section
#
may cause associated deployments to fail.
hooks:
# For each deployment lifecycle event, specify multiple "location" entries
#
if you want to run multiple scripts during that event.
# You can specify "timeout" as the number of seconds to wait until failing the deployment
#
if the specified scripts do not run within the specified time limit for the
#
specified event. For example, 900 seconds is 15 minutes. If not specified,
#
the default is 1800 seconds (30 minutes).
#
Note that the maximum amount of time that all scripts must finish executing
#
for each individual deployment lifecycle event is 3600 seconds (1 hour).
#
Otherwise, the deployment will stop and CodeDeploy will consider the deployment
#
to have failed to the Amazon EC2 instance. Make sure that the total number of seconds
#
that are specified in "timeout" for all scripts in each individual deployment
#
lifecycle event does not exceed a combined 3600 seconds (1 hour).
# For deployments to Amazon Linux, Ubuntu Server, or RHEL instances,
#
you can specify "runas" in an event to
#
run as the specified user. For more information, see the documentation.
#
If you are deploying to Windows Server instances,
#
remove "runas" altogether.
# If you do not want to run any commands during a particular deployment
#
lifecycle event, remove that event declaration altogether. Blank or
#
incomplete event declarations may cause associated deployments to fail.
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# During the ApplicationStop deployment lifecycle event, run the commands
#
in the script specified in "location" starting from the root of the
#
revision's file bundle.
ApplicationStop:
- location:
timeout:
runas:
- location:
timeout:
runas:
# During the BeforeInstall deployment lifecycle event, run the commands
#
in the script specified in "location".
BeforeInstall:
- location:
timeout:
runas:
- location:
timeout:
runas:
# During the AfterInstall deployment lifecycle event, run the commands
#
in the script specified in "location".
AfterInstall:
- location:
timeout:
runas:
- location:
timeout:
runas:
# During the ApplicationStart deployment lifecycle event, run the commands
#
in the script specified in "location".
ApplicationStart:
- location:
timeout:
runas:
- location:
timeout:
runas:
# During the ValidateService deployment lifecycle event, run the commands
#
in the script specified in "location".
ValidateService:
- location:
timeout:
runas:
- location:
timeout:
runas:

CodeDeploy リポジトリタイプを選択する
CodeDeploy に必要なファイルのストレージの場所は、倉庫。使用するリポジトリは、デプロイで使用す
るコンピューティングプラットフォームによって異なります。
• EC2/オンプレミス: 1 つ以上のインスタンスにアプリケーションコードをデプロイするには、コードを
アーカイブファイルにバンドルし、これをデプロイプロセス中に CodeDeploy がアクセスできるリポジ
トリに配置する必要があります。デプロイ可能なコンテンツと AppSpec ファイルをアーカイブファイ
ルにバンドルしてから、CodeDeploy でサポートされているいずれかのレポジトリタイプにアップロー
ドします。
• AWSLambdaそしてAmazon ECS: デプロイにはAppSpec ファイルが必要です。このファイルには、デ
プロイ時に以下のいずれかの方法でアクセスできます。
• Amazon S3 バケットから。
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• コンソールの AppSpec エディタへ直接入力されたテキストから 詳細については、「を作成する
AWSLambda コンピューティングプラットフォームのデプロイ (コンソール) (p. 322)」および「
Amazon ECS コンピューティングプラットフォームのデプロイを作成する (コンソール) (p. 321)」
を参照してください。
• ♪AWS CLIの場合は、ハードドライブまたはネットワークドライブ上にある AppSpec ファイルを参照
できます。詳細については、「 を作成するAWSLambda コンピューティングプラットフォームのデプ
ロイ (CLI) (p. 327)」および「 Amazon ECS コンピューティングプラットフォームのデプロイを作
成する (CLI) (p. 326)」を参照してください。
CodeDeploy は現在、以下のリポジトリタイプをサポートしています。
リポジトリタイプ

リポジトリの詳細

サポートされているコンピュー
ティングプラットフォーム

[Amazon S3]

Amazon Simple Storage
Service(Amazon S3) はAWS安全
でスケーラブルなオブジェクト
ストレージ向けのソリューショ
ン。Amazon S3 は、オブジェク
トとしてデータをオブジェクト
としてに保存します。バケツ。
オブジェクトは、ファイルと、
オプションとしてそのファイル
を記述する任意のメタデータで
構成されています。

以下のコンピューティングプ
ラットフォームを使用するデプ
ロイでは、Amazon S3バケッ
ト。
• EC2/オンプレミス
• AWS Lambda
• Amazon ECS

Amazon S3 にオブジェクトを保
管するには、ファイルをバケッ
トにアップロードします。ファ
イルをアップロードする際に、
オブジェクトにアクセス権限と
メタデータを設定することがで
きます。
詳細はこちら :
• Amazon S3 にバケットを作成
する
• CodeDeploy のリビジョンを
Amazon S3 にプッシュする
(EC2/オンプレミスのデプロイ
のみ) (p. 310)
• CodeDeploy を使用して
Amazon S3 から自動的にデプ
ロイする
GitHub

アプリケーションリビジョン
を GitHub リポジトリに保存
できます。そのリポジトリの
ソースコードが変更されるたび
に、GitHub リポジトリからデプ
ロイをトリガーできます。
詳細はこちら :
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• CodeDeploy を GitHub に統
合 (p. 60)
• チュートリアル: CodeDeploy
を使用して GitHub からアプ
リケーションをデプロイす
る (p. 123)
Bitbucket

EC2 インスタンスのデプロイグ
EC2/オンプレミスのデプロイで
ループにコードをデプロイする
のみ BitBucket リポジトリにリビ
には、CodeDeployにBitbucket パ ジョンを保存できます。
イプライン/。Bitbucket Pipelines
は、Bitbucket Deployments な
ど、継続的インテグレーション
と継続的デリバリー (CI/CD) 機能
を提供します。CodeDeploy パイ
プはまず、指定した S3 バケット
にアーティファクトをプッシュ
し、次にバケットからコード
アーティファクトをデプロイし
ます。
詳細はこちら :
• Bitbucket の CodeDeploy パイ
プを参照

Note
AnAWS Lambdaデプロイは Amazon S3 リポジトリでのみ機能します。

CodeDeploy のリビジョンを Amazon S3 にプッ
シュする (EC2/オンプレミスのデプロイのみ)
「」の説明に従ってリビジョンを計画した後CodeDeploy のリビジョンを計画する (p. 301)「」の説明
に従って、AppSpec ファイルをリビジョンに追加します。CodeDeploy のリビジョンにアプリケーション
仕様ファイルを追加する (p. 302)では、コンポーネントファイルをバンドルして Amazon S3 にリビジョ
ンをプッシュできます。Amazon EC2 インスタンスにデプロイする場合は、リビジョンをプッシュした
ら、CodeDeploy を使用して、Amazon S3 からインスタンスにリビジョンをデプロイできます。

Note
CodeDeploy は GitHub にプッシュされたリビジョンをデプロイするためにも使用できます。詳細
については、GitHub のドキュメントを参照してください。
「CodeDeploy の開始方法 (p. 33)」で説明している AWS CLI のセットアップの指示に従っていることを前
提としています。これは、後で説明する push コマンドを呼び出す場合に特に重要です。
Amazon S3 バケットがあることを確認してください。「」の指示に従って、バケットの作成。
Amazon EC2 インスタンスにデプロイする場合は、ターゲットの Amazon S3 バケットを作成するか、そ
のバケットがターゲットインスタンスと同じリージョンに存在する必要があります。たとえば、米国東部
（バージニア北部）リージョンのインスタンスおよび米国西部（オレゴン）リージョンの他のインスタン
スにリビジョンをデプロイする場合は、米国東部（バージニア北部）リージョンに 1 つのバケットと、
米国西部（オレゴン）リージョンに別のバケットが必要です。同じリビジョンのコピー。このシナリオで
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は、両方のリージョンとバケットでリビジョンが同じであっても、米国東部（バージニア北部）リージョ
ンに 1 つ、米国西部（オレゴン）リージョンに 1 つ、米国西部（オレゴン）リージョンに 1 つと、2 つの
別個のデプロイを作成する必要があります。
Amazon S3 バケットにアップロードするアクセス権限が必要です。これらのアクセス権限は、Amazon
S3 バケットポリシーで指定できます。たとえば、次の Amazon S3 バケットポリシーでは、ワイルドカー
ド文字 (*) を使用すると、AWSアカウント111122223333という名前の Amazon S3 バケット内の任意の
ディレクトリにファイルをアップロードするにはcodedeploydemobucket:
{

}

"Statement": [
{
"Action": [
"s3:PutObject"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:s3:::codedeploydemobucket/*",
"Principal": {
"AWS": [
"111122223333"
]
}
}
]

を表示するにはAWSアカウント ID。を参照してください。の検索AWSアカウント ID。
Amazon S3 バケットポリシーを生成してアタッチする方法については、「」を参照してください。バケッ
トポリシーの例。
を呼び出す IAM ユーザーpushコマンドは、少なくとも、各ターゲット Amazon S3 バケットにリビ
ジョンをアップロードするアクセス権限が必要です。たとえば、次のポリシーでは、IAM ユーザー
がという名前の Amazon S3 バケット内の任意の場所でリビジョンをアップロードできるようにしま
す。codedeploydemobucket:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::codedeploydemobucket/*"
}
]

IAM ポリシーを作成しアタッチする方法については、「」を参照してください。ポリシーの使用。

を使用してリビジョンをプッシュするAWS CLI
Note
-pushコマンドは、アプリケーションのアーティファクトおよび AppSpec ファイルをリビジョン
にバンドルします。このリビジョンのファイル形式は、圧縮された ZIP ファイルです。コマンド
は、AWSLambda または Amazon ECS デプロイの場合。これらは JSON 形式または YAML 形式
の AppSpec ファイルのリビジョンを想定しているためです。
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push コマンドを呼び出してリビジョンをバンドルしてプッシュし、デプロイします。パラメータは次のと
おりです。
• --application-name: (文字列) 必須。アプリケーションリビジョンに関連付けられる CodeDeploy アプリ
ケーションの名前。
• --s3-location: (文字列) 必須。Amazon S3 にアップロードされるアプリケーションリビジョンの場所
に関する情報。Amazon S3 バケットとキーを指定する必要があります。キーは、リビジョンの名前
です。CodeDeploy は、コンテンツをアップロードする前に zip 形式で圧縮します。s3://your-S3bucket-name/your-key.zip の形式を使用します。
• --ignore-hidden-files または --no-ignore-hidden-files: (プール値) オプション。を使用する--no-ignorehidden-filesフラグ (デフォルト) で、隠しファイルをバンドルして Amazon S3 にアップロードし
ます。を使用する--ignore-hidden-filesフラグを使用すると、隠しファイルをバンドルおよび
Amazon S3 にアップロードしません。
• --source(文字列) オプション。zip 圧縮され Amazon S3 にアップロードされる開発マシン上の、デプロ
イするコンテンツおよび AppSpec ファイルの場所。この場所は、現在のディレクトリに対する相対パ
スとして指定されます。相対パスが指定されていない場合、または 1 つのピリオド (「.」) がパスとして
使用される場合、現在のディレクトリが使用されます。
• --description(文字列) オプション。アプリケーションリビジョンを要約したコメントです。指定しない場
合、デフォルトの文字列「Uploaded byAWS CLI time 'UTC」が使用されます。ここで「time」は、現在
のシステム時刻 (協定世界時 (UTC))) です。
♪AWS CLIを選択して Amazon EC2 デプロイのリビジョンをプッシュします。プッシュコマンドの例は、
次のようになります。
Linux、macOS、Unix の場合:
aws deploy push \
--application-name WordPress_App \
--description "This is a revision for the application WordPress_App" \
--ignore-hidden-files \
--s3-location s3://codedeploydemobucket/WordPressApp.zip \
--source .

Windows の場合:
aws deploy push --application-name WordPress_App --description "This is a revision for the
application WordPress_App" --ignore-hidden-files --s3-location s3://codedeploydemobucket/
WordPressApp.zip --source .

このコマンドは次のことを行います。
• バンドルされたファイルを WordPress_App という名前のアプリケーションに関連付けます。
• リビジョンに説明をアタッチします。
• 隠しファイルを無視します。
• リビジョンに WordPressApp.zip という名前を付け、codedeploydemobucket というバケットに
プッシュします。
• ルートディレクトリ内のすべてのファイルをリビジョンにバンドルします。
プッシュが成功したら、AWS CLIまたは CodeDeploy コンソールを使用して、Amazon S3 からリビジョン
をデプロイします。AWS CLI でこのリビジョンをデプロイするには:
Linux、macOS、Unix の場合:
aws deploy create-deployment \
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--application-name WordPress_App \
--deployment-config-name your-deployment-config-name \
--deployment-group-name your-deployment-group-name \
--s3-location bucket=codedeploydemobucket,key=WordPressApp.zip,bundleType=zip

Windows の場合:
aws deploy create-deployment --application-name WordPress_App --deployment-configname your-deployment-config-name --deployment-group-name your-deployment-group-name --s3location bucket=codedeploydemobucket,key=WordPressApp.zip,bundleType=zip

詳細については、CodeDeploy を使用してデプロイを作成する (p. 318)を参照してください。

CodeDeploy を使用してアプリケーションリビジョ
ン詳細を表示する
CodeDeploy コンソール、AWS CLIまたは、CodeDeploy API を使用して、に登録されたすべてのアプリ
ケーションリビジョンに関する詳細を表示することができます。AWS指定したアプリケーションに対して
アカウントを作成します。
リビジョンの登録の詳細については、「CodeDeploy を使用して Amazon S3 にアプリケーションリビジョ
ンを登録する (p. 314)」を参照してください。
トピック
• アプリケーションリビジョンの詳細を表示する (コンソール) (p. 313)
• アプリケーションリビジョンの詳細を表示する (CLI) (p. 314)

アプリケーションリビジョンの詳細を表示する (コン
ソール)
アプリケーションリビジョンの詳細を表示するには:
1. にサインインしますAWS Management Consoleで、CodeDeploy コンソールを開きますhttps://
console.aws.amazon.com/codedeploy。

Note
で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使用してサインインしま
す。CodeDeploy の開始方法 (p. 33)。
2. ナビゲーションペインで [デプロイ] を展開し、[アプリケーション] を選択します。

Note
エントリが表示されない場合は、正しいリージョンが選択されていることを確認します。ナビ
ゲーションバーで、リージョンセレクタの [] に表示されたいずれかのリージョンを選択しま
す。リージョンとエンドポイントのAWS全般のリファレンス。CodeDeploy は、これらのリー
ジョンでのみサポートされています。
3. 表示するリビジョンと関連するアプリケーションの名前を選択します。
4. [アプリケーションの詳細] ページで [リビジョン] タブを選択し、アプリケーションに登録されているリ
ビジョンを一覧表示します。リビジョンを選択し、[詳細を表示] を選択します。
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アプリケーションリビジョンの詳細を表示する (CLI)
AWS CLI を使用してアプリケーションのリビジョンを表示するには、get-application-revision コマンドま
たは list-application-revisions コマンドを呼び出します。

Note
GitHub の参照は、EC2/オンプレミスデプロイにのみ適用されます。AWS Lambda リビジョンの
デプロイを GitHub で行うことはできません。
1 つのアプリケーションリビジョンに関する詳細を表示するには、アプリケーションリビジョンを取得コ
マンド、以下を指定します。
• アプリケーション名. アプリケーション名を取得するには、アプリケーションのリストアプリケーショ
ンコマンド。
• GitHub に保存されたリビジョンの場合、GitHub レポジトリ名と、リポジトリにプッシュされたアプリ
ケーションリビジョンを参照するコミットの ID。
• Amazon S3 に保存されたリビジョンの場合、リビジョンを含む Amazon S3 バケット名、アップロー
ドされたアーカイブファイルの名前とファイル形式。さらにオプションで、アーカイブファイルの
Amazon S3 バージョン ID と ETag。バージョン ID、ETag、または両方がの呼び出し中に指定された場
合アプリケーションリビジョンの登録の場合、ここで指定する必要があります。
複数のアプリケーションリビジョンに関する詳細を表示するには、リストアプリケーションリビジョンコ
マンド、以下を指定します。
• アプリケーション名. アプリケーション名を取得するには、アプリケーションのリストアプリケーショ
ンコマンド。
• オプションで、Amazon S3 アプリケーションリビジョンの詳細を表示する場合のみ、リビジョンを含む
Amazon S3 バケット名。
• オプションで、Amazon S3 アプリケーションリビジョンの詳細を表示する場合のみ、検索を
Amazon S3 アプリケーションリビジョンに限定するプレフィックス文字列 (指定されていない場
合、CodeDeploy は一致するすべてのAmazon S3 アプリケーションリビジョンを表示します)。
• オプションで、各リビジョンがデプロイグループのターゲットリビジョンかどうかに基づいてリビジョ
ンの詳細を表示するかどうか (指定されていない場合、CodeDeploy は一致するすべてのリビジョンを表
示します)。
• オプションで、リビジョンの詳細の一覧をソートする際の基準とする列名と順序 (指定されていない場
合、CodeDeploy は任意の順序で結果を表示します)。
すべてのリビジョンを表示するか、Amazon S3 に保存されたリビジョンのみを表示することができま
す。GitHub に保存されているリビジョンのみを表示することはできません。

CodeDeploy を使用して Amazon S3 にアプリケー
ションリビジョンを登録する
すでに電話したことがあるなら押すコマンドにより、Amazon S3 にアプリケーションリビジョンをプッ
シュする場合、リビジョンを登録する必要はありません。ただし、他の方法でリビジョンをアップロード
し、リビジョンAmazon S3 CodeDeploy コンソールに表示するか、を通じて表示する場合AWS CLIで、次
の手順に従ってリビジョンを最初に登録します。
GitHub リポジトリにアプリケーションリビジョンをプッシュし、リビジョンを CodeDeploy コンソールに
表示するか、を通じて表示する場合もAWS CLIの場合は、次のステップに従う必要があります。
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を使用できるのはAWS CLIまたは CodeDeploy API を使用して、Amazon S3 または GitHub にアプリケー
ションリビジョンを登録します。
トピック
• CodeDeploy による Amazon S3 でのリビジョンの登録 (CLI) (p. 315)
• CodeDeploy による GitHub でのリビジョンの登録 (CLI) (p. 315)

CodeDeploy による Amazon S3 でのリビジョンの登
録 (CLI)
1.

リビジョンを Amazon S3 にアップロードします。

2.

を呼び出します。アプリケーションリビジョンの登録コマンド、以下を指定します。
• アプリケーション名. アプリケーション名のリストを表示するには、アプリケーションを一覧表示し
ますコマンド。
• 登録するリビジョンに関する情報:
• リビジョンが含まれている Amazon S3 バケットの名前。
• アップロードされたリビジョンの名前とファイル形式。を使用する場合AWS Lambdaデプロイの
場合、このリビジョンは、JSON または YAML で書き込まれたAppSpec ファイルです。EC2/オ
ンプレミスデプロイの場合、このリビジョンには、CodeDeploy からインスタンスにデプロイさ
れるソースファイルか、CodeDeploy によってインスタンスで実行されるスクリプトのバージョ
ンが含まれます。

Note
tar および圧縮 tar アーカイブファイル形式（.tar および.tar.gz）は、Windows Server イ
ンスタンスではサポートされていません。
• (オプション) リビジョンの Amazon S3 バージョン ID。(バージョン ID を指定しない場
合、CodeDeploy は最新バージョンを使用します)。
• (オプション) のリビジョン ETag。(ETag が指定されていない場合、CodeDeploy はオブジェクト
の検証をスキップします)
• (オプション) リビジョンに関連付ける説明。
Amazon S3 のリビジョンについての情報は、この構文をの一部として使用することでコマンドラインで指
定できます。register-application-revisionを呼び出します。 (versionそしてeTagはオプションです。)
EC2/オンプレミスデプロイ向けリビジョンファイルの場合
--s3-location bucket=string,key=string,bundleType=tar|tgz|zip,version=string,eTag=string

のリビジョンファイルの場合AWSLambda デプロイ
--s3-location bucket=string,key=string,bundleType=JSON|YAML,version=string,eTag=string

CodeDeploy による GitHub でのリビジョンの登録
(CLI)
Note
AWS Lambda デプロイを GitHub で行うことはできません。
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1.

GitHub リポジトリにリビジョンをアップロードします。

2.

を呼び出します。アプリケーションリビジョンの登録コマンド、以下を指定します。
• アプリケーション名. アプリケーション名のリストを表示するには、アプリケーションを一覧表示し
ますコマンド。
• 登録するリビジョンに関する情報:
• スラッシュ (/)、リポジトリの名前が後に続く、リポジトリに割り当てられたリビジョンを含む
GitHub ユーザーまたは組織の名前。
• リポジトリのリビジョンを参照するコミットの ID。
• (オプション) リビジョンに関連付ける説明。

GitHub のリビジョンについての情報は、この構文を register-application-revision の一部として使用するこ
とでコマンドラインで指定できます。
--github-location repository=string,commitId=string
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でのデプロイグループの使用
CodeDeploy
では CodeDeploy、デプロイはプロセスであり、プロセスには 1 つ以上のインスタンスのコンテンツをイ
ンストールするコンポーネントが含まれます。このコンテンツはコード、ウェブ、設定ファイル、実行可
能ファイル、パッケージ、スクリプトなどによって構成できます。 CodeDeploy 指定した設定ルールに
従って、ソースリポジトリに格納されたコンテンツをデプロイします。
EC2 オンプレミスコンピューティングプラットフォームを使用する場合、インスタンスの同じセットへの
2 つのデプロイは同時に実行できます。
CodeDeploy は、2 つのデプロイタイプのオプション、インプレースデプロイおよび Blue/Green デプロイ
を提供します。
• インプレイスデプロイ: デプロイグループの各インスタンス上のアプリケーションが停止され、最新の
アプリケーションリビジョンがインストールされて、新バージョンのアプリケーションが開始され検証
されます。ロードバランサーを使用し、デプロイ中はインスタンスが登録解除され、デプロイ完了後に
サービスに復元されるようにできます。EC2 オンプレミスコンピューティングプラットフォームを使
用するデプロイのみが、インプレイスデプロイを使用できます。インプレイスデプロイの詳細について
は、「インプレースデプロイの概要 (p. 7)」を参照してください。
• Blue/Green デプロイ: デプロイの動作は、使用するコンピューティングプラットフォームにより異なり
ます。
• EC2 オンプレミスコンピューティングプラットフォームの Blue/Green: 以下のステップを使用して、
デプロイグループのインスタンス (元の環境) がインスタンスの別のセット (置き換え先環境) に置き換
えられます。
• 置き換え先の環境のインスタンスがプロビジョニングされます。
• 最新のアプリケーションリビジョンは、置き換え先インスタンスにインストールされます。
• オプションの待機時間は、アプリケーションのテストやシステム検証などのアクティビティに対し
て発生します。
• 置き換え先環境のインスタンスは、Elastic Load Balancing ロードバランサーに登録され、トラ
フィックは、それらにルーティングを開始します。元の環境のインスタンスは、登録が解除され、
終了するか、他の使用のために実行することができます。

Note
EC2/オンプレミスのコンピューティングプラットフォームを使用する場合は、blue/green デ
プロイが Amazon EC2 インスタンスでのみ機能することに注意してください。
• AWS Lambdaまたは Amazon ECS コンピューティングプラットフォームの青/緑:トラフィックは、カ
ナリア、リニア、all-at-onceまたはデプロイ設定に従って段階的にシフトされます。詳細について
は、「デプロイ設定 (p. 12)」を参照してください。
• AWS CloudFormation を通じた Blue/Green デプロイ: AWS CloudFormation スタック更新の一環とし
て、トラフィックが現在のリソースから更新されたリソースに移行されます。現時点では、ECS blue/
green デプロイのみがサポートされています。
Blue/Green デプロイの詳細については、「Blue/Green デプロイの概要 (p. 8)」を参照してください。
Amazon S3 からの自動的なデプロイの詳細については、「を使用して Amazon S3 から自動的にデプロイ
する」を参照してください CodeDeploy。
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トピック
• CodeDeploy を使用してデプロイを作成する (p. 318)
• CodeDeploy デプロイの詳細を表示する (p. 333)
• CodeDeploy EC2/オンプレミスデプロイのログデータを表示する (p. 335)
• CodeDeploy を使用したデプロイの停止 (p. 337)
• CodeDeploy を使用してデプロイを再デプロイしてロールバックする (p. 338)
• 異なる AWS アカウントでアプリケーションをデプロイする (p. 342)
• CodeDeploy エージェントを使用して、ローカルマシン上のデプロイパッケージを検証する (p. 345)

CodeDeploy を使用してデプロイを作成する
CodeDeploy コンソールを使用して、AWS CLI、または CodeDeploy API を使用して、Amazon S3 (デプロ
イ先が EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォーム GitHub) にすでにプッシュしたアプリケー
ションリビジョンをデプロイグループのインスタンスにインストールするデプロイを作成します。
デプロイを作成するプロセスは、デプロイで使用されるコンピューティングプラットフォームによって異
なります。
トピック
• デプロイの前提条件 (p. 318)
• Amazon ECS コンピューティングプラットフォームのデプロイを作成する (コンソール) (p. 321)
• を作成するAWSLambda コンピューティングプラットフォームのデプロイ (コンソール) (p. 322)
• EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォームのデプロイを作成する (コンソール) (p. 323)
• Amazon ECS コンピューティングプラットフォームのデプロイを作成する (CLI) (p. 326)
• を作成するAWSLambda コンピューティングプラットフォームのデプロイ (CLI) (p. 327)
• EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォームのデプロイを作成する (CLI) (p. 328)
• を使用して Amazon ECS ブルー/グリーンデプロイを作成するAWS CloudFormation (p. 331)

デプロイの前提条件
デプロイを開始する前に、以下のステップが完了していることを確認します。

での展開の前提条件AWS Lambdaコンピューティングプラット
フォーム
• 少なくとも 1 つのデプロイグループを含むアプリケーションを作成します。詳細については、「を
使用してアプリケーションを作成 CodeDeploy (p. 269)」および「でデプロイグループを作成する
CodeDeploy (p. 283)」を参照してください。
• デプロイする Lambda 関数のバージョンを指定するアプリケーションリビジョン (AppSpec ファイルと
も呼ばれる) を準備します。AppSpec ファイルは、Lambda 関数を指定してデプロイを検証することも
できます。詳細については、「」を参照してください。CodeDeploy のアプリケーションリビジョンの
操作 (p. 301)。
• デプロイにカスタムデプロイ設定を使用する場合、デプロイプロセスを開始する前にカスタムデプロ
イ設定を作成します。詳細については、Create a Deployment Configuration (p. 265) を参照してくださ
い。
API バージョン 2014-10-06
318

AWS CodeDeploy ユーザーガイド
デプロイの前提条件

EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォームのデプ
ロイ前提条件
• インプレースデプロイの場合は、デプロイ先のインスタンスを作成または設定します。詳細について
は、CodeDeploy のインスタンスの操作 (p. 204) を参照してください。Blue/Green デプロイのために、
置き換え先環境のテンプレートとして使用する既存の Amazon EC2 Auto Scaling グループがあるか、元
の環境として指定する 1 つ以上のインスタンスまたは Amazon EC2 Auto Scaling グループがあります。
詳細については、「チュートリアル:[Auto Scaling グループにアプリケーションをデプロイするために使
用 CodeDeploy ] (p. 106)」および「Amazon EC2 Auto Scaling と CodeDeploy (p. 50)」を参照してくだ
さい。
• 少なくとも 1 つのデプロイグループを含むアプリケーションを作成します。詳細については、「を
使用してアプリケーションを作成 CodeDeploy (p. 269)」および「でデプロイグループを作成する
CodeDeploy (p. 283)」を参照してください。
• デプロイグループのインスタンスにデプロイするアプリケーションリビジョンを準備します。詳細につ
いては、CodeDeploy のアプリケーションリビジョンの操作 (p. 301) を参照してください。
• デプロイにカスタムデプロイ設定を使用する場合、デプロイプロセスを開始する前にカスタムデプロ
イ設定を作成します。詳細については、Create a Deployment Configuration (p. 265) を参照してくださ
い。
• Amazon S3 バケットからアプリケーションリビジョンをデプロイする場合、バケットは同じにありま
す。AWSデプロイグループのインスタンスとしてのリージョン。
• Amazon S3 バケットからアプリケーションリビジョンをデプロイする場合、Amazon S3 バケットポリ
シーをバケットに適用済みです。このポリシーでは、アプリケーションリビジョンをダウンロードする
ために必要なアクセス許可をインスタンスに付与します。
たとえば、次の Amazon S3 バケットポリシーは、ARN を含むアタッチされた IAM イン
スタンスプロファイルがアタッチされたすべての Amazon EC2 インスタンスを許可しま
す。arn:aws:iam::444455556666:role/CodeDeployDemoという名前の Amazon S3 バケットの
どこからでもダウンロードするにはcodedeploydemobucket:
{

}

"Statement": [
{
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:s3:::codedeploydemobucket/*",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::444455556666:role/CodeDeployDemo"
]
}
}
]

次の Amazon S3 バケットポリシーは、ARN を含む関連付けられた IAM ユーザーを持つオンプレミス
インスタンスを許可します。arn:aws:iam::444455556666:user/CodeDeployUserという名前の
Amazon S3 バケットのどこからでもダウンロードするにはcodedeploydemobucket:
{

"Statement": [
{
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
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}

]

}

],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:s3:::codedeploydemobucket/*",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::444455556666:user/CodeDeployUser"
]
}

Amazon S3 バケットポリシーを生成してアタッチする方法については、「」を参照してください。バ
ケットポリシーの例。
• Blue/Green デプロイを作成する場合、またはインプレースデプロイのためにデプロイグループにオプ
ションの Classic Load Balancer、アプリケーションLoad Balancer、またはNetwork Load Balancer を指
定している場合、少なくとも 2 つのサブネットを含む VPC をで作成済みです (CodeDeploy では Elastic
Load Balancing を使用します。この場合、ロードバランサーグループ内のすべてのインスタンスが 1 つ
の VPC 内にあることが必要です)。
VPC を作成済みでない場合は、「」を参照してください。Amazon VPC 入門ガイド。
• Blue/Green デプロイを作成する場合、Elastic Load Balancing に Classic Load Balancer、またはNetwork
Load Balancer を設定し、これを使用して元の環境を構成するインスタンスを登録済みです。

Note
置き換え先環境内のインスタンスは後でロードバランサーを使用して登録されます。
Classic Load Balancer を設定するには、の手順を完了します。チュートリアル: Classic Load Balancer
の作成にClassic Load Balancer のユーザーガイド。その際には、次のことに注意してください:
• Eclipseステップ 2: Load Balancer の定義、で内部LB の作成で、インスタンスを作成したときに選択
したのと同じ VPC を選択します。
• Eclipseステップ 5: EC2 インスタンスをLoad Balancer に登録するで、元の環境のインスタンスを選択
します。
• Eclipseステップ 7: Load Balancer の作成と検証で、ロードバランサーの DNS アドレスをメモしま
す。
たとえば、ロードバランサーの名前を my-load-balancer とした場合、DNS アドレスは myload-balancer-1234567890.us-east-2.elb.amazonaws.com のような形式で表示されます。
ウェブブラウザのアドレスフィールドに DNS 名を貼り付けると、元の環境にデプロイしたアプリ
ケーションが表示されます。
Application Load Balancer を設定するには、以下のトピックのいずれかの指示に従ってください。
• Application Load Balancer の作成
• チュートリアル: を使用して Application Load Balancer を作成するAWS CLI
Network Load Balancer を設定するには、以下のトピックのいずれかの指示に従ってください。
• Network Load Balancer を作成する
• チュートリアル: を使用して Network Load Balancer を作成するAWS CLI
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から Blue/Green デプロイのデプロイ前提条件AWS
CloudFormation
• テンプレートでは、CodeDeploy アプリケーションまたはデプロイグループのリソースをモデル化する
必要はありません。
• テンプレートには、少なくとも 2 つのサブネットを含む Amazon VPC を使用する VPC のリソースを含
める必要があります。
• テンプレートには、トラフィックをターゲットグループに誘導するために使用される Elastic Load
Balancing のClassic Load Balancer、Application Load Balancer、またはNetwork Load Balancer のリ
ソースを含める必要があります。

Amazon ECS コンピューティングプラットフォームの
デプロイを作成する (コンソール)
このトピックでは、コンソールを使用して Amazon ECS サービスをデプロイする方法を示します。詳細に
ついては、「チュートリアル: Amazon ECS サービスをデプロイする (p. 136)」および「チュートリアル:
検証テストを使用して Amazon ECS サービスをデプロイする (p. 143)」を参照してください。
1.

にサインインします。AWS Management Consoleで、CodeDeploy コンソールを開きます。https://
console.aws.amazon.com/codedeploy。

Note
で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使用してサインインしま
す。CodeDeploy の開始方法 (p. 33)。
2.

以下の いずれかを 実行します。
• アプリケーションをデプロイする場合は、ナビゲーションペインで [デプロイ] を展開し、[アプリ
ケーション] を選択します。デプロイするアプリケーションの名前を選択します。次のことを確認し
てください。コンピューティングプラットフォームアプリケーションの [] 列はAmazon ECS。
• デプロイを再デプロイする場合は、ナビゲーションペインで [デプロイ] を展開し、[デプロイ] を選
択します。再デプロイするデプロイを選択し、[アプリケーション] 列で、アプリケーションの名前
を選択します。次のことを確認してください。コンピューティングプラットフォームデプロイの列
はAmazon ECS。

3.

[デプロイ] タブで、[デプロイの作成] を選択します。

Note
アプリケーションをデプロイするには、アプリケーションにデプロイグループが必要です。
アプリケーションにデプロイグループがない場合は、デプロイグループ[] タブで、[]デプロイ
グループの作成。詳細については、「でデプロイグループを作成する CodeDeploy (p. 283)」
を参照してください。
4.

[デプロイグループ] で、このデプロイで使用するデプロイグループを選択します。

5.

[リビジョンの場所] の横で、リビジョンの場所を選択します。
• アプリケーションが Amazon S3 に保存されます。— 詳細については、「」を参照してくださ
い。Amazon S3 バケットに保存されているリビジョンに関する情報を指定する (p. 325)[] を選択
し、ステップ 6 に戻ります。
• AppSpec エディタを使用しましょう— JSON または YAML を選択し、エディタに AppSpec ファ
イルを入力します。AppSpec ファイルを保存するには、テキストファイルとして保存。これらのス
テップの最後で [Deploy (デプロイ)] を選択すると、JSON または YAML が有効ではないというエ
ラーが発生します。AppSpec ファイルを作成する方法については、「」CodeDeploy のリビジョン
にアプリケーション仕様ファイルを追加する (p. 302)。
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6.

(オプション) [デプロイの説明] に、このデプロイの説明を入力します。

7.

(オプション) [Rollback configuration overrides] で、該当する場合は、デプロイグループに指定されて
いるものとは別の自動ロールバックオプションをこのデプロイに指定できます。
CodeDeploy のロールバックの詳細については、「」デプロイと再デプロイのロールバック (p. 17)そ
してCodeDeploy を使用してデプロイを再デプロイしてロールバックする (p. 338)。
次から選択します。
• デプロイが失敗したときにロールバックする— CodeDeploy は、新しいデプロイとして、最後の既
知の正常なリビジョンを再デプロイします。
• アラームのしきい値が一致したときにロールバックする— デプロイグループにアラームが追加され
ている場合、1 つ以上の指定したアラームがアクティブ化されたときに、CodeDeploy は最後の正
常なデプロイであることがわかっているリビジョンを再デプロイします。
• ロールバックを無効にします— このデプロイのロールバックを実行しません。

8.

[Create deployment] を選択します。
デプロイの状態を追跡するには、「CodeDeploy デプロイの詳細を表示する (p. 333)」を参照してく
ださい。

を作成するAWSLambda コンピューティングプラット
フォームのデプロイ (コンソール)
このトピックでは、コンソールを使用して Lambda 関数をデプロイする方法を示します。
1.

にサインインします。AWS Management Consoleで、CodeDeploy コンソールを開きます。https://
console.aws.amazon.com/codedeploy。

Note
で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使用してサインインしま
す。CodeDeploy の開始方法 (p. 33)。
2.

以下の いずれかを 実行します。
• アプリケーションをデプロイする場合は、ナビゲーションペインで [デプロイ] を展開し、[アプリ
ケーション] を選択します。デプロイするアプリケーションの名前を選択します。次のことを確認し
てください。コンピューティングプラットフォームアプリケーションの [] 列はAWSLambda。
• デプロイを再デプロイする場合は、ナビゲーションペインで [デプロイ] を展開し、[デプロイ] を選
択します。再デプロイするデプロイを選択し、[アプリケーション] 列で、アプリケーションの名前
を選択します。次のことを確認してください。コンピューティングプラットフォームデプロイの列
はAWSLambda。

3.

[デプロイ] タブで、[デプロイの作成] を選択します。

Note
アプリケーションをデプロイするには、アプリケーションにデプロイグループが必要です。
アプリケーションにデプロイグループがない場合は、デプロイグループ[] タブで、[]デプロイ
グループの作成。詳細については、「でデプロイグループを作成する CodeDeploy (p. 283)」
を参照してください。
4.

[デプロイグループ] で、このデプロイで使用するデプロイグループを選択します。

5.

[リビジョンの場所] の横で、リビジョンの場所を選択します。
• アプリケーションが Amazon S3 に保存されます。— 詳細については、「」を参照してくださ
い。Amazon S3 バケットに保存されているリビジョンに関する情報を指定する (p. 325)[] を選択
し、ステップ 6 に戻ります。
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• AppSpec エディタを使用しましょう— JSON または YAML を選択し、エディタに AppSpec ファ
イルを入力します。AppSpec ファイルを保存するには、テキストファイルとして保存。これらのス
テップの最後で [Deploy (デプロイ)] を選択すると、JSON または YAML が有効ではないというエ
ラーが発生します。AppSpec ファイルを作成する方法については、「」CodeDeploy のリビジョン
にアプリケーション仕様ファイルを追加する (p. 302)。
6.

(オプション) [デプロイの説明] に、このデプロイの説明を入力します。

7.

(オプション) [] を展開しますデプロイグループのオーバーライドをクリックしてデプロイ設定を選択
し、デプロイグループに指定したものとは異なる Lambda 関数バージョンにトラフィックをシフトす
る方法を制御します。
詳細については、「 でのデプロイ設定AWS Lambdaコンピューティングプラットフォーム (p. 264)」
を参照してください。

8.

(オプション) [Rollback configuration overrides] で、該当する場合は、デプロイグループに指定されて
いるものとは別の自動ロールバックオプションをこのデプロイに指定できます。
CodeDeploy のロールバックの詳細については、「」デプロイと再デプロイのロールバック (p. 17)そ
してCodeDeploy を使用してデプロイを再デプロイしてロールバックする (p. 338)。
次から選択します。
• デプロイが失敗したときにロールバックする— CodeDeploy は、新しいデプロイとして、最後の既
知の正常なリビジョンを再デプロイします。
• アラームのしきい値が一致したときにロールバックする— デプロイグループにアラームが追加され
ている場合、1 つ以上の指定したアラームがアクティブ化されたときに、CodeDeploy は最後の正
常なデプロイであることがわかっているリビジョンを再デプロイします。
• ロールバックを無効にします— このデプロイのロールバックを実行しません。

9.

[Create deployment] を選択します。
デプロイの状態を追跡するには、「CodeDeploy デプロイの詳細を表示する (p. 333)」を参照してく
ださい。

EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォー
ムのデプロイを作成する (コンソール)
このトピックでは、コンソールを使用して Amazon EC2 またはオンプレミスサーバーにアプリケーション
をデプロイする方法について説明します。
1.

にサインインします。AWS Management Consoleで、CodeDeploy コンソールを開きます。https://
console.aws.amazon.com/codedeploy。

Note
で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使用してサインインしま
す。CodeDeploy の開始方法 (p. 33)。
2.

以下の いずれかを 実行します。
• アプリケーションをデプロイする場合は、ナビゲーションペインで [デプロイ] を展開し、[アプリ
ケーション] を選択します。デプロイするアプリケーションの名前を選択します。次のことを確認し
てください。コンピューティングプラットフォームアプリケーションの [] 列はEC2/オンプレミス。
• デプロイを再デプロイする場合は、ナビゲーションペインで [デプロイ] を展開し、[デプロイ] を選
択します。再デプロイするデプロイを見つけ、[アプリケーション] 列で、アプリケーションの名前
を選択します。次のことを確認してください。コンピューティングプラットフォームデプロイの列
はEC2/オンプレミス。

3.

[デプロイ] タブで、[デプロイの作成] を選択します。
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Note
アプリケーションをデプロイするには、アプリケーションにデプロイグループが必要です。
アプリケーションにデプロイグループがない場合は、デプロイグループ[] タブで、[]デプロイ
グループの作成。詳細については、「でデプロイグループを作成する CodeDeploy (p. 283)」
を参照してください。
4.

[デプロイグループ] で、このデプロイで使用するデプロイグループを選択します。

5.

[リポジトリタイプ] の横で、リビジョンが保存されているリポジトリタイプを選択します。
• アプリケーションが Amazon S3 に保存されます。— 詳細については、「」を参照してくださ
い。Amazon S3 バケットに保存されているリビジョンに関する情報を指定する (p. 325)をクリッ
クし、ステップ 6 に戻ります。
• アプリケーションが GitHub に保存されます。— 詳細については、「」を参照してくださ
い。GitHub リポジトリに保存されているリビジョンに関する情報を指定する (p. 326)をクリック
し、ステップ 6 に戻ります。

6.

(オプション) [デプロイの説明] に、このデプロイの説明を入力します。

7.

(オプション) [] を展開しますデプロイ設定のオーバーライドをクリックして、デプロイグループに指
定したものとは異なるトラフィックを Amazon EC2 またはオンプレミスサーバーにシフトする方法を
制御します。
詳細については、「CodeDeploy でデプロイ設定を使用する (p. 261)」を参照してください。

8.

a.

SelectApplicationStop ライフサイクルイベントが失敗したときに、デプロイが失敗しないインス
タンスへのデプロイを成功させたい場合は、ApplicationStopライフサイクルイベントが失敗
します。

b.

拡張デプロイ動作の追加設定[] を使用して、以前に成功したデプロイに含まれていなかったデプ
ロイターゲットの場所にあるファイルを CodeDeploy で処理する方法を指定します。
次から選択します。
• デプロイが失敗します— エラーが報告され、デプロイのステータスがに変更されま
す。Failed。
• コンテンツを上書きします— デプロイ先に同じ名前のファイルが存在する場合は、アプリケー
ションリビジョンのバージョンによって置き換えられます。
• コンテンツの保持— デプロイ先に同じ名前のファイルが存在する場合は、ファイルが保持さ
れ、アプリケーションリビジョンのバージョンはインスタンスにコピーされません。
詳細については、「既存のコンテンツでのロールバック動作 (p. 340)」を参照してください。

9.

(オプション) [Rollback configuration overrides] で、該当する場合は、デプロイグループに指定されて
いるものとは別の自動ロールバックオプションをこのデプロイに指定できます。
CodeDeploy のロールバックの詳細については、「」デプロイと再デプロイのロールバック (p. 30)そ
してCodeDeploy を使用してデプロイを再デプロイしてロールバックする (p. 338)。
次から選択します。
• デプロイが失敗したときにロールバックする— CodeDeploy は、新しいデプロイとして、最後の既
知の正常なリビジョンを再デプロイします。
• アラームのしきい値が一致したときにロールバックする— デプロイグループにアラームが追加され
ている場合、1 つ以上の指定したアラームがアクティブ化されたときに、CodeDeploy は最後の正
常なデプロイであることがわかっているリビジョンをデプロイします。
• ロールバックを無効にします— このデプロイのロールバックを実行しません。

10. [Start deployment (デプロイの開始)] を選択します。
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デプロイの状態を追跡するには、「CodeDeploy デプロイの詳細を表示する (p. 333)」を参照してく
ださい。
トピック
• Amazon S3 バケットに保存されているリビジョンに関する情報を指定する (p. 325)
• GitHub リポジトリに保存されているリビジョンに関する情報を指定する (p. 326)

Amazon S3 バケットに保存されているリビジョンに関する情報
を指定する
の手順に従っている場合EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォームのデプロイを作成する
(コンソール) (p. 323)、以下のステップに従って Amazon S3 バケットに保存されているアプリケーショ
ンリビジョンの詳細を追加してください。
1.

リビジョンの Amazon S3 リンクをリビジョンの場所。リンク値を確認するには。
a.

別のブラウザタブで
AWS Management Console にサインインし、Amazon S3 コンソール (https://
console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
リビジョンを参照して選択します。

b.

[Properties] ペインが表示されていない場合、[Properties] ボタンを選択します。

c.

左プロパティ[] ペインで、[] の値をコピーしますリンク[] フィールドの []リビジョンの場所ボック
スで、CodeDeploy コンソールに表示されます。

ETag (ファイルチェックサム) をリビジョンの場所の一部として指定するには。
• [リンク] フィールド値が ?versionId=versionId で終わる場合、&etag= および ETag を [リン
ク] フィールド値の末尾に追加します。
• [リンク] フィールド値がバージョン ID を指定していない場合、?etag= および ETag を [リンク]
フィールド値の末尾に追加します。

Note
[Link] フィールドの値をコピーするように簡単ではありませんが、次のいずれかの形式でリビ
ジョンの場所を入力することもできます。
s3://bucket-name/folders/objectName
s3://bucket-name/folders/objectName?versionId=versionId
s3://bucket-name/folders/objectName?etag=etag
s3://bucket-name/folders/objectName?versionId=versionId&etag=etag
bucket-name.s3.amazonaws.com/folders/objectName
2.

[File type] リストに、ファイル形式を検出できないというメッセージが表示された場合は、リビジョン
のファイル形式を選択します。それ以外の場合は、検出されたファイル形式を使用します。
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GitHub リポジトリに保存されているリビジョンに関する情報を
指定する
「EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォームのデプロイを作成する (コンソー
ル) (p. 323)」の手順を使用している場合は、以下のステップに従って GitHub リポジトリに保存されてい
るアプリケーションリビジョンの詳細を追加してください。
1.

[Connect to GitHub] で、次のいずれかを実行します。
• CodeDeploy アプリケーションの GitHub アカウントへの接続を作成するには、ウェブブラウザの別
のタブで GitHub からサインアウトします。[GitHub アカウント] に、この接続を識別する名前を入
力し、[GitHub に接続] を選択します。アプリケーションの GitHub を操作する CodeDeploy をに許
可するよう求めるメッセージがウェブページに表示されます。ステップ 2 に進みます。
• 作成済みの接続を使用するには、その名前を [GitHub account] で選択してから [Connect to GitHub]
を選択します。ステップ 4 に進みます。
• 別の GitHub アカウントへの接続を作成するには、ウェブブラウザの別のタブで GitHub からサイン
アウトします。[Connect to a different GitHub account] を選択し、[Connect to GitHub] を選択しま
す。ステップ 2 に進みます。

2.

GitHub にサインインするよう求められたら、[Sign in] ページの手順に従います。GitHub のユーザー
名、または E メールとパスワードでサインインします。

3.

[Authorize application] ページが表示された場合、[Authorize application] を選択します。

4.

[Create deployment (デプロイの作成)] ページの、[Repository name (リポジトリの名前)] ボックスに、
スラッシュ (/)、リビジョンを含むリポジトリの名前が後に続く、リビジョンを含む GitHub ユーザー
または組織の名前を入力します。入力する値が不確実な場合:
a.

ウェブブラウザの別のタブで、GitHub dashboard にアクセスします。

b.

[Your repositories] で、ターゲットリポジトリの名前の上にマウスを置きます。GitHub ユーザー
または組織の名前、スラッシュ (/)、リポジトリの名前の順序でツールヒントが表示されます。
[Repository name (リポジトリの名前)] ボックスに、この表示された値を入力します。

Note
[Your repositories] にターゲットリポジトリの名前が表示されない場合、[Search GitHub]
ボックスを使用して、ターゲットリポジトリの名前と、GitHub ユーザーまたは組織の名
前を検索します。
5.

[Commit ID (コミットID)] で、リポジトリのリビジョンを参照するコミット ID を入力します。入力す
る値が不確実な場合:
a.

ウェブブラウザの別のタブで、GitHub dashboard にアクセスします。

b.

[Your repositories] で、ターゲットコミットを含むリポジトリの名前を選択します。

c.

コミットのリストで、リポジトリのリビジョンを参照するコミット ID を検索してコピーします。
通常、この ID は 40 文字で、文字と数字の両方で構成されます (通常はコミット ID の長いバー
ジョンの最初の 10 文字の、コミット ID の短いバージョンを使用しないでください)。

d.

[Commit ID] ボックスにコミット ID を貼り付けます。

Amazon ECS コンピューティングプラットフォームの
デプロイを作成する (CLI)
アプリケーションとリビジョンの作成後 (Amazon ECS デプロイでは、これは AppSpec ファイルです)
に、次の操作を実行します。
を呼び出します。デプロイの作成コマンド、以下を指定します。
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• アプリケーション名。アプリケーション名のリストを表示するには、アプリケーションを一覧表示しま
すコマンド。
• デプロイグループ名。デプロイグループ名のリストを表示するには、を呼び出します。リスト展開グ
ループコマンド。
• デプロイするリビジョンに関する情報。
Amazon S3 に保存されているリビジョンの場合:
• リビジョンを含む Amazon S3 バケット名。
• アップロードされたリビジョンの名前。
• (オプション) リビジョンの Amazon S3 バージョン ID。(バージョン ID を指定しない場
合、CodeDeploy は最新バージョンを使用します)。
• (オプション) リビジョンの ETag。(ETag が指定されていない場合、CodeDeploy はオブジェクトの検
証をスキップします)。
Amazon S3 にないファイルに保存されているリビジョンの場合、ファイル名とパスが必要です。リビ
ジョンファイルは、YAML または JSON で書かれているため、ほとんどの場合、その拡張子は .json ま
たは .yaml です。
• (オプション) デプロイの説明。
リビジョンファイルは Amazon S3 バケットにアップロードされるファイルまたは文字列として指定でき
ます。create-deployment コマンドの一部として使用する場合の各構文は次のようになります。
• Amazon S3 バケット:
version および eTag 設定はオプションです。
--s3-location bucket=string,key=string,bundleType=JSON|YAML,version=string,eTag=string

• 文字列:
--revision '{"revisionType": "String", "string": {"content":"revision-as-string"}}'

Note
create-deployment コマンドはファイルからリビジョンをロードできます。詳細については、
「ファイルからパラメータをロードする」を参照してください。
AWS Lambda のデプロイリビジョンテンプレートについては、「に AppSpec ファイルを追加する
AWSLambda デプロイサービス (p. 304)」を参照してください。リビジョンの例については、「 AppSpec
のファイルの例AWSLambda デプロイ (p. 429)」を参照してください。
デプロイの状態を追跡するには、「CodeDeploy デプロイの詳細を表示する (p. 333)」を参照してくださ
い。

を作成するAWSLambda コンピューティングプラット
フォームのデプロイ (CLI)
アプリケーションおよびリビジョンを作成した後 (AWSLambda デプロイ、これは AppSpec ファイルで
す):
を呼び出します。デプロイの作成コマンド、以下を指定します。
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• アプリケーション名。アプリケーション名のリストを表示するには、アプリケーションを一覧表示しま
すコマンド。
• デプロイグループ名。デプロイグループ名のリストを表示するには、を呼び出します。リスト展開グ
ループコマンド。
• デプロイするリビジョンに関する情報。
Amazon S3 に保存されているリビジョンの場合:
• リビジョンを含む Amazon S3 バケット名。
• アップロードされたリビジョンの名前。
• (オプション) リビジョンの Amazon S3 バージョン ID。(バージョン ID を指定しない場
合、CodeDeploy は最新バージョンを使用します)。
• (オプション) リビジョンの ETag。(ETag が指定されていない場合、CodeDeploy はオブジェクトの検
証をスキップします)。
Amazon S3 にないファイルに保存されているリビジョンの場合、ファイル名とパスが必要です。リビ
ジョンファイルは、YAML または JSON で書かれているため、ほとんどの場合、その拡張子は .json ま
たは .yaml です。
• (オプション) 使用するデプロイ設定の名前。デプロイ設定のリストを表示するには、を呼び出しま
す。リスト・デプロイメント・コンフィグズコマンド。(指定されない場合、CodeDeploy は特定のデ
フォルトのデプロイ設定を使用します)。
• (オプション) デプロイの説明。
リビジョンファイルは Amazon S3 バケットにアップロードされるファイルまたは文字列として指定でき
ます。create-deployment コマンドの一部として使用する場合の各構文は次のようになります。
• Amazon S3 バケット:
version および eTag 設定はオプションです。
--s3-location bucket=string,key=string,bundleType=JSON|YAML,version=string,eTag=string

• 文字列:
--revision '{"revisionType": "String", "string": {"content":"revision-as-string"}}'

Note
create-deployment コマンドはファイルからリビジョンをロードできます。詳細については、
「ファイルからパラメータをロードする」を参照してください。
AWS Lambda のデプロイリビジョンテンプレートについては、「に AppSpec ファイルを追加する
AWSLambda デプロイサービス (p. 304)」を参照してください。リビジョンの例については、「 AppSpec
のファイルの例AWSLambda デプロイ (p. 429)」を参照してください。
デプロイの状態を追跡するには、「CodeDeploy デプロイの詳細を表示する (p. 333)」を参照してくださ
い。

EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォー
ムのデプロイを作成する (CLI)
♪AWS CLIEC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォームのリビジョンをデプロイするには、次
の手順を実行します。
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1. インスタンスを準備し、アプリケーションを作成して、リビジョンをプッシュした後、次のいずれかを
実行します。
• Amazon S3 バケットからリビジョンをデプロイする場合は、そのままステップ 2 に進みます。
• GitHub リポジトリからリビジョンをデプロイする場合は、まず「CodeDeploy アプリケーションを
GitHub リポジトリConnect する (p. 330)」のステップを完了してからステップ 2 に戻ります。
2. を呼び出します。デプロイの作成コマンド、以下を指定します。
• --application-name: アプリケーション名。アプリケーション名のリストを表示するには、アプリ
ケーションを一覧表示しますコマンド。
• --deployment-group-name: Amazon EC2 デプロイグループ名。デプロイグループ名のリストを
表示するには、を呼び出します。リスト展開グループコマンド。
• --revision: デプロイするリビジョンに関する情報。
Amazon S3 に保存されているリビジョンの場合:
• s3Location: リビジョンを含む Amazon S3 バケット名。
• s3Location --> key: アップロードされたリビジョンの名前。
• s3Location --> bundleType: アップロードされたリビジョンのファイル形式。

Note
tar および圧縮 tar アーカイブファイル形式（.tar および.tar.gz）は、Windows Server イン
スタンスではサポートされていません。
• s3Location --> version: (オプション) リビジョンの Amazon S3 バージョン ID。(バージョン
ID を指定しない場合、CodeDeploy は最新バージョンを使用します)。
• s3Location --> eTag: (オプション) リビジョンの ETag。(ETag が指定されていない場
合、CodeDeploy はオブジェクトの検証をスキップします)。
GitHub で格納されたリビジョンの場合。
• gitHubLocation --> repository: リビジョンを含むリポジトリに割り当てられている GitHub
ユーザーまたはグループの名前、その後にスラッシュ (/)、リポジトリ名が続きます。
• gitHubLocation --> commitId: リビジョンのコミット ID。
• --deployment-config-name: (オプション) 使用するデプロイ設定の名前。デプロイ設定のリスト
を表示するには、を呼び出します。リスト・デプロイメント・コンフィグズコマンド。(指定されない
場合、CodeDeploy は特定のデフォルトのデプロイ設定を使用します)。
• --ignore-application-stop-failures | --no-ignore-application-stop-failures:
(オプション) インスタンスへのデプロイを続行するかどうかBeforeInstallデプロイライフサイク
ルイベントApplicationStopデプロイライフサイクルイベントが失敗します。
• --description: (オプション) デプロイの説明。
• --file-exists-behavior: (オプション) デプロイプロセスの一環として、CodeDeploy エージェ
ントは、前回のデプロイでインストールされたすべてのファイルを各インスタンスから削除します。
前回のデプロイに含まれていないファイルがデプロイ先に表示された場合の処理を選択します。
• --target-instances: Blue/Green デプロイの場合、Amazon EC2 インスタンスを識別するのに使
用する、1 つ以上の Amazon EC2 Auto Scaling グループの名前、または、タグフィルタキー、型、お
よび値を含む、Blue/Green デプロイの置き換え先環境に属するインスタンスに関する情報。

Note
この構文は、create-deploymentを呼び出すと、コマンドラインで Amazon S3 のリビジョンにつ
いての情報を直接指定できます。(version および eTag 設定はオプションです)。
--s3-location bucket=string,key=string,bundleType=tar|tgz|
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コマンドラインで、GitHub のリビジョンについての情報を直接呼び出す create-deployment の一
部としてこの構文を使用します。
--github-location repository=string,commitId=string

すでにプッシュされているリビジョンに関する情報を入手するには、リストアプリケーションリ
ビジョンコマンド。
デプロイの状態を追跡するには、「CodeDeploy デプロイの詳細を表示する (p. 333)」を参照してくださ
い。

作成-デプロイメントコマンドリファレンス
以下に、コマンド構造とオプションを示します。create-deploymentコマンド。詳細については、「」
を参照してください。デプロイの作成でのリファレンスAWS CLIコマンドリファレンス。
create-deployment
--application-name <value>
[--deployment-group-name <value>]
[--revision <value>]
[--deployment-config-name <value>]
[--description <value>]
[--ignore-application-stop-failures | --no-ignore-application-stop-failures]
[--target-instances <value>]
[--auto-rollback-configuration <value>]
[--update-outdated-instances-only | --no-update-outdated-instances-only]
[--file-exists-behavior <value>]
[--s3-location <value>]
[--github-location <value>]
[--cli-input-json <value>]
[--generate-cli-skeleton <value>]

CodeDeploy アプリケーションを GitHub リポジトリConnect す
る
を使用して GitHub リポジトリからアプリケーションを初めてデプロイする前にAWS CLIでは、まず
に GitHub アカウントに代わって GitHub を操作するためのアクセス権限をに付与する必要がありま
す。CodeDeploy コンソールを使用して、このステップをアプリケーションごとに一度実行する必要があ
ります。
1.

にサインインします。AWS Management Consoleで、CodeDeploy コンソールを開きます。https://
console.aws.amazon.com/codedeploy。

Note
で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使用してサインインしま
す。CodeDeploy の開始方法 (p. 33)。
2.

[Applications (アプリケーション)] を選択します。

3.

[アプリケーション] から、GitHub ユーザーアカウントにリンクするアプリケーションを選択し、[アプ
リケーションをデプロイする] を選択します。

Note
デプロイを作成していません。これは現在、GitHub ユーザーアカウントに代わって GitHub
を操作するためのアクセスCodeDeploy をに付与する唯一の方法です。
4.

[Repository type] の横の [My application revision is stored in GitHub] を選択します。
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5.

[Connect to GitHub] (GitHub に接続) を選択します。

Note
[Connect to a different GitHub account] リンクが表示されている場合:
アプリケーションの別の GitHub アカウントの代わりに GitHub を操作する CodeDeploy をす
でに承認している可能性があります。
CodeDeploy にリンクされているすべてのアプリケーションに対して、サインインしている
GitHub アカウントに代わって GitHub を操作するための承認を取り消した可能性がありま
す。
詳細については、「CodeDeploy でアプリケーションを使用した GitHub 認証 (p. 61)」を参照
してください。
6.

GitHub にまだサインインしていない場合は、[Sign in] ページの手順に従います。

7.

[Authorize application] ページで、[Authorize application] を選択します。

8.

CodeDeploy が権限を持っているので、キャンセルを参照し、の手順に進んでください。EC2/オンプ
レミスコンピューティングプラットフォームのデプロイを作成する (CLI) (p. 328)。

を使用して Amazon ECS ブルー/グリーンデプロイを
作成するAWS CloudFormation
次のことができます。AWS CloudFormationを使用して、CodeDeploy を通じて Amazon ECS ブルー/
グリーンデプロイを管理します。デプロイを生成するには、Green と Blue のリソースを定義し、AWS
CloudFormation で使用するトラフィックルーティングと安定化の設定を指定します。このトピックで
は、CodeDeploy によって管理される Amazon ECS ブルー/グリーンデプロイと、によって管理されるデプ
ロイの違いについて説明します。AWS CloudFormation。
使用方法の手順については、AWS CloudFormationAmazon ECS ブルー/グリーンデプロイを管
理するには、「」を使用して CodeDeploy による ECS ブルー/グリーンデプロイを自動化AWS
CloudFormationのAWS CloudFormationユーザーガイド。

Note
による Amazon ECS ブルー/グリーンデプロイの管理AWS CloudFormationは、アジアパシフィッ
ク (大阪) リージョンでは使用できません。

CodeDeploy による Amazon ECS ブルー/グリーンデプロイと
AWS CloudFormation
-AWS CloudFormationスタックテンプレートは、Amazon ECS タスク関連リソースとインフラスト
ラクチャ、さらにデプロイの設定オプションをモデル化します。したがって、標準の Amazon ECS
ブルー/グリーンデプロイと、を通じて作成される Blue/Green デプロイには違いがあります。AWS
CloudFormation。
標準の Amazon ECS Blue/Green デプロイとは異なり、以下のモデル作成や手動作成は行いません。
• AWS CodeDeploy アプリケーションを作成するときは、デプロイするものを個別に表す名前を指定しま
せん。
• AWS CodeDeploy デプロイグループは作成しません。
• () は指定しません。アプリケーション仕様ファイル(AppSpec ファイル)。通常、AppSpec
ファイルで管理される情報 (加重設定オプションやライフサイクルイベントなど)
は、AWS::CodeDeploy::BlueGreen フックによって管理されます。
この表は、デプロイタイプ間の高レベルのワークフローの違いをまとめたものです。
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関数

標準 Blue/Green デプロイ

AWS CloudFormation を使用した
Blue/Green デプロイ

Amazon ECS クラス
ター、Amazon ECS サービ
ス、Application Load Balancer
またはNetwork Load Balancer、
本稼働リスナー、テストリス
ナー、および 2 つのターゲット
グループを指定します。

これらのリソースを指定する
CodeDeploy デプロイグループを
作成します。

これらのリソースをモデル化す
る AWS CloudFormation テンプ
レートを作成します。

デプロイする変更を指定しま
す。

CodeDeploy アプリケーションを
作成します。

コンテナイメージを指定する
AWS CloudFormation テンプレー
トを作成します。

Amazon ECS タスク定義、コン
テナ名、コンテナポートを指定
します。

これらのリソースを指定する
AppSpec ファイルを作成しま
す。

これらのリソースをモデル化す
る AWS CloudFormation テンプ
レートを作成します。

デプロイトラフィックシフトオ
プションとライフサイクルイベ
ントフックを指定します。

これらのオプションを指定する
AppSpec ファイルを作成しま
す。

AWS::CodeDeploy::BlueGreen
フックパラメータを使用してこ
れらのオプションを指定する
AWS CloudFormation テンプレー
トを作成します。

CloudWatch アラーム。

ロールバックをトリガーする
CloudWatch アラームを作成しま
す。

で CloudWatch アラームを設定
します。AWS CloudFormation
ロールバックをトリガーするス
タックレベル。

ロールバック/再デプロイ。

ロールバックおよび再デプロイ
のオプションを指定します。

AWS CloudFormation でスタック
の更新をキャンセルします。

による Amazon ECS ブルー/グリーンデプロイのモニタリング
AWS CloudFormation
Blue/Green デプロイは、を通じてモニタリングできます。AWS CloudFormationCodeDeploy. を通じたモ
ニタリングの詳細については、AWS CloudFormation「」を参照してください。のブルー/グリーンイベン
トのモニタリングAWS CloudFormationのAWS CloudFormationユーザーガイド。

CodeDeploy で Blue/Green デプロイのデプロイステータスを表示するには
1.

にサインインします。AWS Management Consoleで、CodeDeploy コンソールを開きます。https://
console.aws.amazon.com/codedeploy。

Note
で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使用してサインインしま
す。CodeDeploy の開始方法 (p. 33)。
2.

[デプロイ] に、AWS CloudFormation スタックの更新によってトリガーされたデプロイが表示されま
す。デプロイを選択して、[デプロイ履歴] を表示します。
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3.

デプロイを選択して、トラフィックシフトステータスを表示します。アプリケーションおよびデプロ
イグループは作成されないことに注意してください。

4.

デプロイのロールバックまたは停止には、次のことが適用されます。
• 成功したデプロイは CodeDeploy に表示され、によってデプロイが開始されたことが示されま
す。AWS CloudFormation。
• デプロイを停止してロールバックする場合は、AWS CloudFormation でスタックの更新をキャンセ
ルする必要があります。

CodeDeploy デプロイの詳細を表示する
CodeDeploy コンソール、AWS CLIまたは、CodeDeploy API を使用して、に関連付けられているデプロイ
の詳細を表示します。AWSアカウント.

Note
インスタンスの EC2/オンプレミスデプロイログは以下の場所で確認できます。
• Amazon Linux、RHEL、Ubuntu Server:/opt/codedeploy-agent/deployment-root/
deployment-logs/codedeploy-agent-deployments.log
• Windows Server: C:\ProgramData\Amazon\CodeDeploy <DEPLOYMENT-GROUPID><DEPLOYMENT-ID>\ logs\ scripts.log
API バージョン 2014-10-06
333

AWS CodeDeploy ユーザーガイド
デプロイの詳細の表示 (コンソール)

詳細については、「ログファイルの分析によるインスタンスでのデプロイの失敗の調
査 (p. 464)」を参照してください。
トピック
• デプロイの詳細の表示 (コンソール) (p. 334)
• デプロイの詳細の表示 (CLI) (p. 334)

デプロイの詳細の表示 (コンソール)
CodeDeploy コンソールを使用してデプロイの詳細を表示するには:
1.

にサインインします。AWS Management Consoleで、CodeDeploy コンソールを開きます。https://
console.aws.amazon.com/codedeploy。

Note
で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使用してサインインしま
す。CodeDeploy の開始方法 (p. 33)。
2.

ナビゲーションペインで、[] を展開します。デプロイ[] を選択してから、デプロイ。

Note
エントリが表示されない場合は、正しいリージョンが選択されていることを確認してくださ
い。ナビゲーションバーで、リージョンセレクタで、に一覧表示されたいずれかのリージョ
ンを選択します。リージョンとエンドポイントのAWS全般のリファレンス。CodeDeploy
は、これらのリージョンでのみサポートされています。
3.

1 つのデプロイの詳細を表示するには、[デプロイ履歴] でデプロイ ID を選択するか、デプロイ ID の
横にあるボタンを選択して、[表示] を選択します。

デプロイの詳細の表示 (CLI)
AWS CLI を使用してデプロイの詳細を表示するには、get-deployment コマンドまたは batchget-deployments コマンドを呼び出します。list-deployments コマンドを呼び出して、getdeployment コマンドおよび batch-get-deployments コマンドへの入力として使用する一意のデプロ
イ ID のリストを取得できます。
1 つのデプロイの詳細を表示するには、deploymentコマンドで、一意のデプロイ識別子を指定します。デ
プロイ ID を取得するには、deploymentコマンド。
複数のデプロイの詳細を表示するには、バッチデプロイコマンドで、複数の一意のデプロイ ID を特定しま
す。デプロイ ID を取得するには、deploymentコマンド。
デプロイ ID の一覧を表示するには、deploymentコマンド、以下を指定します。
• デプロイに関連付けられたアプリケーションの名前。アプリケーション名のリストを表示するには、ア
プリケーションを一覧表示しますコマンド。
• デプロイに関連付けられたデプロイグループの名前。デプロイグループ名のリストを表示するには、リ
スト・デプロイメント・グループコマンド。
• オプションで、デプロイの詳細をデプロイの状態別に含めるかどうか (指定しない場合、一致するすべ
てのデプロイが、デプロイの状態にかかわらず表示されます)。
• オプションで、デプロイの作成開始または終了時間別、あるいはその両方を基準にデプロイの詳細を含
めるかどうか (指定しない場合、一致するすべてのデプロイが、作成時間にかかわらず表示されます)。
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CodeDeploy EC2/オンプレミスデプロイのログデー
タを表示する
CodeDeploy デプロイで作成されたログデータを表示するには、CloudWatch コンソールに集約データを表
示するように Amazon CloudWatch Logs エージェントを設定するか、個別のインスタンスにログインして
ログファイルを確認します。

Note
ログは、次の場所ではサポートされていません。AWSLambda または Amazon ECS デプロイ。
これらは EC2/オンプレミスデプロイでのみ作成できます。
トピック
• Amazon CloudWatch コンソールでログファイルデータを表示する (p. 335)
• インスタンスのログファイルを表示する (p. 335)

Amazon CloudWatch コンソールでログファイルデー
タを表示する
インスタンスに Amazon CloudWatch Logs エージェントがインストールされていると、そのインスタンス
に対するすべてのデプロイのログデータは、CloudWatch コンソールで表示できるようになります。分か
りやすいように、インスタンス別に表示するのではなく、Amazon CloudWatch Logs を使用してログファ
イルを集中的にモニタリングすることをお勧めします。Amazon CloudWatch Logs エージェントのセット
アップに関する詳細については「」を参照してください。CloudWatch Logs コンソールで CodeDeploy ロ
グを表示する。

インスタンスのログファイルを表示する
個別のインスタンスのデプロイログデータを表示するには、インスタンスにサインインして、エラーや他
のデプロイイベントに関する情報を参照します。
トピック
• Amazon Linux、RHEL、および Ubuntu サーバーのインスタンスのデプロイログファイルを表示するに
は (p. 335)
• Windows Server インスタンスのデプロイログファイルを表示するには (p. 337)

Amazon Linux、RHEL、および Ubuntu サーバーのインスタンス
のデプロイログファイルを表示するには
Amazon Linux、RHEL、および Ubuntu Server の各インスタンスのデプロイログは、次の場所に保存され
ています。
/opt/codedeploy-agent/deployment-root/deployment-logs/codedeploy-agentdeployments.log
Amazon Linux、RHEL、および Ubuntu Server の各インスタンスのデプロイログを表示または分析するに
は、インスタンスにサインインし、次のコマンドを入力して CodeDeploy エージェントのログファイルを
開きます。
less /var/log/aws/codedeploy-agent/codedeploy-agent.log
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エラーメッセージのログファイルを参照するには、次のコマンドを入力します。
コマンド

結果

& ERROR

ログファイルでエラーメッセージのみを表示しま
す。ERROR という単語の前後に 1 つのスペースを
使用します。

/ ERROR

次のエラーメッセージを検索します。

? ERROR

前のエラーメッセージを検索します。² という単語
の前後に 1 つのスペースを使用します。ERROR。

G

ログファイルの末尾に移動します。

g

ログファイルの先頭に移動します。

q

ログファイルを終了します。

h

追加のコマンドについて参照します。

¹ 入力後/ ERROR 、タイプn次のエラーメッセージを検索します。前のエラーメッセージを検索するに
は、N と入力します。
² 入力後? ERROR 、タイプn次のエラーメッセージを検索するには、と入力します。N前のエラーメッ
セージを検索します。
また、次のコマンドを入力して CodeDeploy スクリプトのログファイルを開くこともできます。
less /opt/codedeploy-agent/deployment-root/deployment-group-ID/deployment-ID/logs/
scripts.log

エラーメッセージのログファイルを参照するには、次のコマンドを入力します。
コマンド

結果

&stderr

ログファイルでエラーメッセージのみを表示しま
す。

/stderr

次のエラーメッセージを検索します。

?stderr

前のエラーメッセージを検索します。

G

ログファイルの末尾に移動します。

g

ログファイルの先頭に移動します。

q

ログファイルを終了します。

h

追加のコマンドについて参照します。

¹入力後/stderr、タイプn次のエラーメッセージを前方に検索するには 前のエラーメッセージを後方に
検索するには、 N と入力します。
² 入力後?stderr、タイプn次のエラーメッセージを後方に検索するには 前のエラーメッセージを前方
に検索するには、N と入力します。
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Windows Server インスタンスのデプロイログファイルを表示す
るには
CodeDeploy エージェントログファイル: Windows Server インスタンスで、CodeDeploy エージェントの
ログファイルは次の場所に保存されています。
C:\ProgramData\Amazon\CodeDeploy\log\codedeploy-agent-log.txt
Windows Server インスタンスで CodeDeploy エージェントのログファイルを表示または分析するには、イ
ンスタンスにサインインし、次のコマンドを入力してファイルを開きます。
notepad C:\ProgramData\Amazon\CodeDeploy\log\codedeploy-agent-log.txt

ログファイルでエラーメッセージを参照するには、Ctrl+F キーを押し、ERROR [ と入力してから、Enter
キーを押して最初のエラーを見つけます。
CodeDeploy スクリプトログファイル: Windows Server インスタンスでは、デプロイログは次の場所に保
存されています。
C:\ProgramData\Amazon\CodeDeploy\deployment-group-id\deployment-id\logs
\scripts.log
各パラメータの意味は次のとおりです。
• deployment-group-id は examplebf3a9c7a-7c19-4657-8684-b0c68d0cd3c4 などの文字列
• deployment-id は、d-12EXAMPLE などの識別子
次のコマンドを入力して CodeDeploy スクリプトのログファイルを開きます。
notepad C:\ProgramData\Amazon\CodeDeploy\deployment-group-ID\deployment-ID\logs\scripts.log

ログファイルでエラーメッセージを参照するには、Ctrl+F キーを押し、stderr と入力してから、Enter
キーを押して最初のエラーを見つけます。

CodeDeploy を使用したデプロイの停止
次に、CodeDeploy コンソールAWS CLIまたは、CodeDeploy API を使用して、AWSアカウント.

Warning
EC2/オンプレミスのデプロイを停止すると、デプロイグループのインスタンスの一部またはすべ
てを未確定のデプロイメントの状態のまま残すことができます。詳細については、「停止、失敗
したデプロイ (p. 29)」を参照してください。
デプロイを停止することも、デプロイを停止してロールバックすることもできます。
• デプロイ (コンソール) の停止 (p. 338)
• デプロイ (CLI) の停止 (p. 338)

Note
によるBlue-Green Deployment の場合AWS CloudFormationの場合、このタスクは、CodeDeploy
コンソールでは実行できません。AWS CloudFormation コンソールに移動して、このタスクを実
行します。
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デプロイ (コンソール) の停止
1.

にサインインします。AWS Management Consoleで、CodeDeploy コンソールを開きます。https://
console.aws.amazon.com/codedeploy。

Note
で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使用してサインインしま
す。CodeDeploy の開始方法 (p. 33)。
2.

ナビゲーションペインで、[] を展開します。デプロイ[] を選択してから、デプロイ。

Note
エントリが表示されない場合は、正しいリージョンが選択されていることを確認します。ナ
ビゲーションバーで、リージョンセレクタの 1 つを選択します。リージョンとエンドポイン
トのAWS全般のリファレンス。CodeDeploy は、これらのリージョンでのみサポートされて
います。
3.

停止するデプロイを選択し、以下のいずれかの操作を行います。
1. [デプロイの停止] を選択し、ロールバックなしでデプロイを停止します。
2. デプロイを停止してロールバックするには、[Stop and roll back deployment (デプロイを停止して
ロールバック)] を選択します。
詳細については、「CodeDeploy を使用してデプロイを再デプロイしてロールバックする (p. 338)」
を参照してください。

Note
[デプロイの停止] および [Stop and roll back deployment (デプロイを停止してロールバック)]
が使用不可の場合、そのデプロイは停止できないところまで進行しています。

デプロイ (CLI) の停止
を呼び出します。デプロイの停止コマンド。デプロイ ID を指定します。デプロイ ID の一覧を表示するに
は、を呼び出します。リストデプロイコマンド。

CodeDeploy を使用してデプロイを再デプロイして
ロールバックする
CodeDeploy は、以前にデプロイされたアプリケーションのリビジョンを新しいデプロイとして再デプロ
イすることにより、デプロイを以前のバージョンに戻します。これらのロールバックされたデプロイは、
前のデプロイのバージョンを復元するのではなく、新しいデプロイ ID を使用する技術的に新しいデプロイ
です。
デプロイは、自動または手動でロールバックできます。
トピック
• 自動ロールバック (p. 339)
• 手動ロールバック (p. 339)
• ロールバックおよび再デプロイのワークフロー (p. 339)
• 既存のコンテンツでのロールバック動作 (p. 340)
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自動ロールバック
デプロイが失敗した場合、または指定した監視しきい値に達した場合、自動的にロールバックするよう
に、デプロイグループまたはデプロイを設定できます。この場合、アプリケーションリビジョンの最後の
既知の正常なバージョンがデプロイされます。自動ロールバックは、アプリケーションを作成するとき、
またはデプロイグループを作成または更新するときに設定します。
新しいデプロイを作成するとき、デプロイグループに指定された自動ロールバック設定をオーバーライド
することもできます。

Note
デプロイが自動的にロールバックされるときには、Amazon 簡易通知サービスを使用して通知
を受け取ることができます。詳細については、Monitoring Deployments with Amazon SNS Event
Notifications (p. 358) を参照してください。
自動ロールバックの設定の詳細については、「デプロイグループの詳細オプションの設定 (p. 298)」を参
照してください。

手動ロールバック
自動ロールバックをセットアップしていない場合は、以前にデプロイされたアプリケーションリビジョン
を使用する新しいデプロイを作成し、リビジョンを再デプロイする手順に従うことによって、デプロイ
を手動でロールバックすることができます。アプリケーションが不明な状態になった場合、これを行う場
合があります。トラブルシューティングに多くの時間を費やすのではなく、アプリケーションを既知の動
作状態に再デプロイすることができます。詳細については、「CodeDeploy を使用してデプロイを作成す
る (p. 318)」を参照してください。

Note
デプロイグループからインスタンスを削除した場合、CodeDeploy はそのインスタンスにすでに
インストールされているものはアンインストールしません。

ロールバックおよび再デプロイのワークフロー
自動ロールバックが開始された場合、または再デプロイまたは手動ロールバックを手動で開始した場
合、CodeDeploy は、まず、最後に正常にインストールされたすべてのファイルを各参加インスタンスか
ら削除しようとします。CodeDeploy は、クリーンアップファイルをチェックすることでこれを行いま
す。
/opt/codedeploy-agent/deployment-root/deployment-instructions/deployment-groupID-cleanupファイル (Amazon Linux、Ubuntu サーバー、および RHEL インスタンスの場合)
C:\ProgramData\Amazon\CodeDeploy\deployment-instructions\deployment-group-IDcleanupファイル (Windows サーバーインスタンス用)
存在する場合、CodeDeploy は、クリーンアップファイルを使用して、新しいデプロイを開始する前にリ
ストされたすべてのファイルをインスタンスから削除します。
たとえば、最初の 2 つのテキストファイルおよび 2 つのスクリプトファイルは、Windows Server を実行
している Amazon EC2 インスタンスにデプロイ済みであり、スクリプトによってデプロイライフサイクル
イベント中にさらに 2 つのテキストファイルが作成されました。
c:\temp\a.txt (previously deployed by CodeDeploy)
c:\temp\b.txt (previously deployed by CodeDeploy)
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c:\temp\c.bat
c:\temp\d.bat
c:\temp\e.txt
c:\temp\f.txt

(previously
(previously
(previously
(previously

deployed by CodeDeploy)
deployed by CodeDeploy)
created by c.bat)
created by d.bat)

クリーンアップファイルは、最初の 2 つのテキストファイルおよび 2 つのスクリプトファイルのみが表示
されます。
c:\temp\a.txt
c:\temp\b.txt
c:\temp\c.bat
c:\temp\d.bat

新しいデプロイの前に、CodeDeploy は最初の 2 つのテキストファイルおよび 2 つのスクリプトファイル
のみを削除し、最後の 2 つのテキストファイルはそのまま残します。
c:\temp\a.txt
c:\temp\b.txt
c:\temp\c.bat
c:\temp\d.bat
c:\temp\e.txt
c:\temp\f.txt

will
will
will
will
will
will

be removed
be removed
be removed
be removed
remain
remain

このプロセスの一環として、CodeDeploy は、手動または自動ロールバックであっても、その後の再デ
プロイ中に以前のデプロイのスクリプトによって行われたアクションを元に戻したり、調整したりしま
せん。たとえば、c.batそしてd.batファイルには再作成しないロジックが含まれていますe.txtそし
てf.txtファイルがすでに存在する場合は、古いバージョンのe.txtそしてf.txtCodeDeploy が実行さ
れるたびにそのまま残るc.batそしてd.bat後続のデプロイで。c.bat および d.bat にロジックを追加
して、新しいバージョンを作成する前に e.txt および f.txt の古いバージョンを常にチェックして削除
することができます。

既存のコンテンツでのロールバック動作
デプロイプロセスの一環として、CodeDeploy エージェントは、前回のデプロイでインストールされたす
べてのファイルを各インスタンスから削除します。前回のデプロイに含まれていないファイルがデプロイ
先に表示された場合は、次回のデプロイ時にこれらのファイルを CodeDeploy で処理する方法を選択でき
ます。
• デプロイが失敗します。— エラーが報告され、デプロイのステータスが「Failed (失敗)」に変更されま
す。
• コンテンツを上書きしてください。— アプリケーションリビジョンのファイルのバージョンにより、イ
ンスタンスの既存のファイルのバージョンが置き換えられます。
• コンテンツの保持— デプロイ先のファイルは保持され、アプリケーションリビジョンのバージョンはイ
ンスタンスにコピーされません。
デプロイを作成するときに、この動作を選択できます。コンソールでデプロイを作成するときは、「」を
参照してください。EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォームのデプロイを作成する (コン
ソール) (p. 323)。を使用してデプロイを作成する場合AWS CLI「」を参照してください。EC2/オンプレ
ミスコンピューティングプラットフォームのデプロイを作成する (CLI) (p. 328)。
ファイルを保持して次回のデプロイの一部とすることを選択すると、そのファイルはアプリケーションリ
ビジョンパッケージに追加する必要がなくなります。たとえば、デプロイに必要なファイルでもアプリ
ケーションリビジョンバンドルには追加しないで直接インスタンスにアップロードできます。または、ア
プリケーションが既に本番稼働環境にあっても CodeDeploy を初めて使用してデプロイする場合は、ファ
イルをインスタンスにアップロードできます。
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ロールバックでは、デプロイの失敗が原因で前回の成功したデプロイのアプリケーションリビジョンが再
デプロイされますが、その前回の成功したデプロイのコンテンツ処理オプションがロールバックデプロイ
に適用されます。
ただし、失敗したデプロイの設定がファイルを保持せずに上書きするようになっていた場合、ロールバッ
クは予期しない結果になる可能性があります。特に、保持しようとしていたファイルが、失敗したデプロ
イによって削除される可能性があります。ロールバックデプロイを実行したときに、ファイルは、ロール
バック時にインスタンス上ではなくデプロイが実行されます。
次の例では 3 つのデプロイがあります。失敗したデプロイ 2 で上書き (削除) されたファイルは、デプロイ
3 でアプリケーションリビジョン 1 が再度デプロイされたときには使用不能 (保持不能) です。
デプロイ

アプリケーション
リビジョン

コンテンツ上書き
オプション

デプロイのステー
タス

動作と結果

デプロイ 1

アプリケーション
リビジョン 1

保持

成功

CodeDeploy は、
前回のデプロイ
でデプロイされな
かったファイルを
デプロイ先で検出
します。これらの
ファイルは、現在
のデプロイの一部
とするために意図
的に置かれている
場合があります。
これらのファイル
は今回のデプロイ
パッケージの一部
として保持および
記録されます。

デプロイ 2

アプリケーション
リビジョン 2

上書き

失敗

デプロイプロセス
中に、CodeDeploy
は前回の成功した
デプロイに含ま
れているすべての
ファイルを削除し
ます。これには、
デプロイ 1 で保持
されたファイルも
含まれます。
ただし、デプロイ
が失敗する原因
は、これとは無関
係です。

デプロイ 3

アプリケーション
リビジョン 1

保持
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デプロイ

アプリケーション
リビジョン

コンテンツ上書き
オプション

デプロイのステー
タス

動作と結果
(アプリケーション
リビジョン 1) をデ
プロイします。
ただし、デプロ
イ 1 で保持した
いファイルは、
デプロイ 2 が失
敗する前に削除
されており、で
取得することはで
きません。AWS
CodeDeploy。これ
らのファイルは、
アプリケーション
リビジョン 1 に必
要であれば、自分
でインスタンスに
追加できます。ま
たは、新しいアプ
リケーションリビ
ジョンを作成でき
ます。

異なる AWS アカウントでアプリケーションをデプ
ロイする
組織には、一般的に、さまざまな目的で使用する複数の AWS アカウントがあります (たとえば、システ
ム管理タスク用のもの、開発、テストおよび本稼働用のもの、開発およびテスト環境に関連付けられたも
の、本稼働環境に関連付けられたものなど)。
異なるアカウントで関連作業を実行できる場合でも、CodeDeploy デプロイグループとデプロイ先の
Amazon EC2 インスタンスは、これらを作成したアカウントに厳密に関連付けられています。たとえ
ば、1 つのアカウントで起動したインスタンスを別のデプロイグループに追加することはできません。
開発用アカウントと本稼働用アカウントの 2 つの AWS アカウントがあるとします。主に開発用アカウン
トで作業しますが、認証情報のフルセットまたは開発用アカウントからのサインアウトや本番稼働用アカ
ウントへのサインインなしで、本番稼働用アカウントでデプロイの開始を可能にします。
クロスアカウント設定手順に従うことで、別のアカウントの認証情報フルセットの必要なしで、組織の別
のアカウントに属するデプロイを開始できます。これは、によって提供される機能を利用して一部行われ
ます。AWS Security Token Service(AWS STS) これにより、そのアカウントへの一時的なアクセス権が付
与されます。

ステップ 1: いずれかのアカウントで S3 バケットを作
成する
開発用アカウントまたは本番稼働用アカウントで以下を行います。
• まだそうしていない場合は、本番稼働用アカウントのアプリケーションリビジョンが保存される
Amazon S3 バケットを作成します。詳細については、 を参照してください。Amazon S3 にバケット
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インスタンスプロファイルに付与する
を作成する。同じファイルを開発用アカウントでテスト、確認した本稼働環境にデプロイして、同じバ
ケットとアプリケーションリビジョンを両方のアカウントに使用することもできます。

ステップ 2: Amazon S3 バケットへのアクセス許可を
本番稼働用アカウントの IAM インスタンスプロファイ
ルに付与する
ステップ 1 で作成した Amazon S3 バケットが本番稼働用アカウントにある場合、このステップは必要あ
りません。後で引き受けるロールは、本番稼働用アカウントにもあるため、このバケットへのアクセス権
限をすでに持っています。
開発用アカウントで Amazon S3 バケットを作成する場合は、以下を実行します。
• 本番稼働用アカウントで IAM インスタンスプロファイルを作成します。詳細については、ステップ 4:
Amazon EC2 インスタンスの IAM インスタンスプロファイルを作成する (p. 40) を参照してください。

Note
この IAM インスタンスプロファイルの ARN を書き留めます。次に作成するクロスバケットポ
リシーにそれを追加する必要があります。
• 開発用アカウントで作成した Amazon S3 バケットへのアクセス権限を、本番稼働用アカウントで先ほ
ど作成した IAM インスタンスプロファイルに付与します。詳細については、 を参照してください。例
2: バケット所有者がクロスアカウントのバケットのアクセス許可を付与する。
クロスアカウントのバケットのアクセス許可を付与するプロセスを完了するにあたり、次の点に注意し
てください。
• サンプルチュートリアルでは、アカウント A は開発用アカウントを表し、アカウント B は本番稼働用
アカウントを表します。
• アカウント A (開発用アカウント) タスクを実行する際、チュートリアルで提供されているサンプルポ
リシーを使用する代わりに、次のバケットポリシーを変更してクロスアカウントアクセス許可を付与
します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Cross-account permissions",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::account-id:role/role-name"
},
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name/*"
]
}
]

account-idは、IAM インスタンスプロファイルを作成した本番稼働用アカウントのアカウント番号
を表します。
####は、先ほど作成した IAM インスタンスプロファイルの名前を表します。
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bucket-name は、ステップ 1 で作成したバケットの名前を表します。バケット名の後に必ず /* が
含まれるようにして、バケット内の各ファイルへのアクセスを提供します。

ステップ 3: 本番稼働用アカウントでリソースとクロ
スアカウントロールを作成する
本番稼働用アカウントで以下を行います。
• このガイドの手順を使用して、CodeDeploy リソース（アプリケーション、デプロイグループ、デプロ
イ設定、Amazon EC2 インスタンス、Amazon EC2 インスタンスプロファイル、サービスロールなど）
を作成します。
• 開発用アカウントのユーザーが、この本番稼働用アカウントで CodeDeploy オペレーションを実行する
ために追加で引き受けるクロスアカウント IAM ロールを作成します。
を使用するチュートリアルの概要: 全体へのアクセス権を委任AWSIAM ロールを使用するアカウントク
ロスアカウントロールの作成に役立つガイドとして。ポリシードキュメントにチュートリアルのサンプ
ルアクセス許可を追加する代わりに、少なくとも次の 2 つをアタッチする必要があります。AWSロール
にポリシーを提供しました。
• AmazonS3FullAccess: S3 バケットが開発用アカウントにある場合にのみ必要です。リビジョン
が保存されている、開発用アカウントの Amazon S3 サービスとリソースへのフルアクセスを提供す
る、本番稼働用アカウントのロールを提供します。
• AWSCodeDeployDeployerAccess: IAM ユーザーがリビジョンを登録してデプロイすることを許可
します。
デプロイを開始するだけでなく、デプロイグループを作成および管理する場
合、AWSCodeDeployFullAccess ポリシーの代わりに、AWSCodeDeployDeployerAccess ポリ
シーを追加します。IAM 管理ポリシーを使用して CodeDeploy タスクへのアクセス許可を付与する
方法の詳細については、「」を参照してください。 CodeDeploy の AWS マネージド (事前定義) ポリ
シー (p. 377)。
このクロスアカウントロールの使用時に、ほかの AWS サービスでタスクを実行する場合、追加のポリ
シーをアタッチできます。

Important
クロスアカウント IAM ロールを作成するときに、本番稼働用アカウントへのアクセスに必要な詳
細を書き留めておきます。
AWS Management Console を使用して、ロールを切り替えるには、次のいずれかを指定する必要
があります。
• 引き受けたロールの認証情報を使用して本番稼働用アカウントにアクセスするための
URL。URL は [確認] ページのクロスアカウント作成プロセスの最後に表示されます。
• クロスアカウントロール名およびアカウント ID 番号またはエイリアス。
AWS CLI を使用してロールを切り替えるには、次を指定する必要があります。
• 引き受けるクロスアカウントロールの ARN。
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ステップ 4: Amazon S3 バケットにアプリケーション
リビジョンをアップロードする
Amazon S3 バケットを作成したアカウントで。
• Amazon S3 バケットにアプリケーションリビジョンをアップロードします。詳細について
は、CodeDeploy のリビジョンを Amazon S3 にプッシュする (EC2/オンプレミスのデプロイの
み) (p. 310) を参照してください。

ステップ 5: クロスアカウントロールを引き受け、ア
プリケーションをデプロイする
開発用アカウントでは、AWS CLI または AWS Management Console を使用して、クロスアカウントロー
ルを引き受け、本番稼働用アカウントでデプロイを開始できます。
の使用方法の説明についてはAWS Management Consoleロールを切り替えてデプロイを開始するには、を
参照してください。ロールへの切り替えAWS Management Console)そしてEC2/オンプレミスコンピュー
ティングプラットフォームのデプロイを作成する (コンソール) (p. 323)。
の使用方法の説明についてはAWS CLIクロスアカウントロールを引き受け、デプロイを開始するには、
「」を参照してください。IAM ロールへの切り替えAWS Command Line Interface)そしてEC2/オンプレミ
スコンピューティングプラットフォームのデプロイを作成する (CLI) (p. 328)。
でロールの引き受けに関する詳細については、AWS STS「」を参照してください。AssumeRoleのAWS
Security Token Serviceユーザーガイドそして委任されたロールのAWS CLIコマンドリファレンス。
関連トピック:
• CodeDeploy: 開発用アカウントから本番稼働用アカウントへのデプロイ

CodeDeploy エージェントを使用して、ローカルマ
シン上のデプロイパッケージを検証する
CodeDeploy エージェントを使用して、ログインしているインスタンスのコンテンツをデプロイできま
す。これにより、デプロイ時に使用予定のアプリケーション仕様ファイル (AppSpec ファイル) とデプロイ
予定のコンテンツの整合性を検証することができます。
アプリケーションおよびデプロイグループを作成する必要はありません。ローカルインスタンス上に保
存されているコンテンツをデプロイする上で、AWS アカウントは必要ありません。最も簡単に検証する
には、codedeploy-localAppSpec ファイルとデプロイ予定のコンテンツが含まれるディレクトリで、オプ
ションを指定せずに [コマンド]。このツールには、他のテストケースのオプションが含まれています。
ローカルマシン上のデプロイパッケージを検証することで、以下を行うことができます。
•
•
•
•

アプリケーションリビジョンの整合性の検証。
AppSpec ファイルのコンテンツを検証します。
既存のアプリケーションコードを使用した CodeDeploy の初回実行。
コンテンツの迅速なデプロイ (インスタンスにすでにログインしている場合)。

ローカルインスタンス、またはサポートされているリモートリポジトリタイプ (Amazon S3 バケットまた
はパブリックの GitHub リポジトリ) 上に保存されているコンテンツをデプロイできます。
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前提条件
ローカルのデプロイを開始する前に、以下の手順を行います。
• CodeDeploy エージェントでサポートされているインスタンスタイプを作成または使用します。詳細に
ついては、 CodeDeploy エージェントで対応するオペレーティングシステム (p. 170) を参照してくださ
い。
• バージョン 1.0.1.1352 以降の CodeDeploy エージェントをインストールします。詳細については、のイ
ンストール CodeDeploy エージェント (p. 184) を参照してください。
• Amazon S3 バケットまたは GitHub リポジトリからコンテンツをデプロイする場合は、CodeDeploy で
使用する IAM ユーザーをプロビジョニングします。詳細については、ステップ 3: IAM ユーザーのプロ
ビジョニング (p. 39) を参照してください。
• Amazon S3 バケットからアプリケーションリビジョンをデプロイする場合は、作業中のリージョンに
Amazon S3 バケットを作成し、Amazon S3 バケットポリシーをバケットに適用します。このポリシー
では、アプリケーションリビジョンをダウンロードするために必要なアクセス許可をインスタンスに付
与します。
たとえば、次の Amazon S3 バケットポリシーは、ARN を含む IAM インスタンスプロファイルがア
タッチされた Amazon EC2 インスタンスを許可します。arn:aws:iam::444455556666:role/
CodeDeployDemoという名前の Amazon S3 バケットのどこからでもダウンロードするに
はcodedeploydemobucket:
{

}

"Statement": [
{
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:s3:::codedeploydemobucket/*",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::444455556666:role/CodeDeployDemo"
]
}
}
]

次の Amazon S3 バケットポリシーは、ARN を含む関連付けられた IAM ユーザーを持つオンプレミス
インスタンスを許可します。arn:aws:iam::444455556666:user/CodeDeployUserという名前の
Amazon S3 バケットのどこからでもダウンロードするにはcodedeploydemobucket:
{

"Statement": [
{
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:s3:::codedeploydemobucket/*",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::444455556666:user/CodeDeployUser"
]
}
}
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]

}

Amazon S3 バケットポリシーを生成してアタッチする方法については、「」を参照してください。バ
ケットポリシーの例。
• Amazon S3 バケットまたは GitHub リポジトリからアプリケーションリビジョンをデプロイする場合
は、IAM インスタンスプロファイルをセットアップして、そのプロファイルをインスタンスにアタッ
チします。詳細については、「ステップ 4: Amazon EC2 インスタンスの IAM インスタンスプロファ
イルを作成する (p. 40)」、「のための Amazon EC2 インスタンスの作成 CodeDeploy (AWS CLIま
たは Amazon EC2 コンソール) (p. 214)」、および「CodeDeploy (AWS CloudFormationテンプレー
ト) (p. 218)」を参照してください。
• GitHub からコンテンツをデプロイする場合は、GitHub アカウントおよびパブリックリポジトリを作成
します。GitHub のアカウントを作成するには、「GitHub への参加」を参照してください。GitHub リポ
ジトリを作成するには、を参照してください。リポジトリを作成する。

Note
プライベートリポジトリは、現在サポートされていません。プライベートの GitHub リポジ
トリにコンテンツが保存されている場合は、インスタンスにダウンロードし、--bundlelocation オプションでローカルパスを指定します。
• インスタンスにデプロイするコンテンツ (AppSpec ファイルなど) を準備し、Amazon S3 バケット、ま
たは GitHub リポジトリのローカルインスタンスに配置します。詳細については、CodeDeploy のアプリ
ケーションリビジョンの操作 (p. 301) を参照してください。
• 他の設定オプションでデフォルト値以外の値を使用する場合は、設定ファイルを作成
し、その設定ファイルをインスタンスに配置します (/etc/codedeploy-agent/conf/
codedeployagent.ymlAmazon Linux、RHEL、または Ubuntu Server インスタンスの場合は、C:
\ProgramData\Amazon\CodeDeploy\conf.ymlWindows Server インスタンスの場合は)。詳細につ
いては、CodeDeploy エージェント設定リファレン (p. 432) を参照してください。

Note
Amazon Linux、RHEL、または Ubuntu Server インスタンスで設定ファイルを使用する場合
は、以下のいずれかを行う必要があります。
• :root_dir: 変数および :log_dir: 変数を使用して、デプロイルートおよびログディレク
トリフォルダでデフォルト以外の場所を指定する。
• を使用するsudoを使用して、CodeDeploy エージェントのコマンドを実行する。

ローカルのデプロイの作成
ローカルのデプロイを作成するインスタンスで、ターミナルセッション (Amazon Linux、RHEL、Ubuntu
Server インスタンス)、またはコマンドプロンプト (Windows Server) を開き、ツールコマンドを実行しま
す。

Note
codedeploy-local コマンドは、以下の場所にインストールされます。
• Amazon Linux、RHEL、または Ubuntu Server の場合:/opt/codedeploy-agent/bin。
• Windows Server の場合:C:\ProgramData\Amazon\CodeDeploy\bin。
基本的なコマンド構文
codedeploy-local [options]

概要
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codedeploy-local
[--bundle-location <value>]
[--type <value>]
[--file-exists-behavior <value>]
[--deployment-group <value>]
[--events <comma-separated values>]
[--agent-configuration-file <value>]
[--appspec-filename <value>]

オプション
-l、--bundle-location
アプリケーションリビジョンバンドルの場所。場所を指定しない場合は、現在作業中のディレクトリがデ
フォルトで使用されます。--bundle-location に値を指定する場合、--type の値も指定する必要があ
ります。
バンドルの場所を表す形式の例を以下に示します。
• Amazon Linux、RHEL、または Ubuntu Server インスタンスのローカル:/path/to/local/
bundle.tgz
• ローカル Windows Server インスタンス:C:/path/to/local/bundle
• Amazon S3 バケット:s3://mybucket/bundle.tar
• GitHub リポジトリ: https://github.com/account-name/repository-name/
-t、--type
アプリケーションリビジョンバンドルの形式。サポートされるタイプには tgz、tar、zip、directory
などがあります。タイプを指定しない場合は、デフォルトで directory が使用されます。--type に値
を指定する場合、--bundle-location の値も指定する必要があります。
-b、--file-exists-behavior
デプロイのターゲット場所に存在しているが、デプロイが正常に完了していないファイルを処理する方法
について説明します。オプションには DISALLOW、OVERWRITE、RETAIN などがあります。詳細につい
ては、「」を参照してください。fileExistsBehaviorにAWS CodeDeployAPI リファレンス。
-g、--deployment-group
デプロイされるコンテンツのターゲット場所を示すフォルダへのパス。フォルダを指定しない場合
は、default-local-deployment-group という名前のフォルダがデプロイルートディレクトリ内に作成されま
す。ローカルデプロイを作成する度に、d-98761234-local のような名前のサブディレクトリがこのフォル
ダ内に作成されます。
-e、--events
AppSpec ファイルにリストしたイベントの代わりに、順番に上書きライフサイクルのイベントフックセッ
ト。フックが複数ある場合は、カンマ区切りで指定できます。このオプションは以下の場合に使用できま
す。
• AppSpec ファイルを更新せずに、異なるイベントのセットを実行する場合。
• AppSpec ファイルの例外として、単一のイベントフックを実行する場合。ApplicationStop。
上書きリストで DownloadBundle イベントや Install イベントを指定しない場合は、指定したすべてのイベ
ントフックより前に実行されます。含めるとDownloadBundleそしてインストールのリスト--eventsオプ
ションの場合、通常 CodeDeploy デプロイのイベント前に実行されるイベントよりも前に実行する必要が
あります。詳細については、AppSpec 「hook」セクション (p. 414) を参照してください。
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-c、--agent-configuration-file
デプロイに使用する設定ファイルの場所 (デフォルト以外の場所に設定ファイルを保存している場合)。設
定ファイルは、デプロイ向けに別のデフォルト値および動作を指定します。
デフォルトでは、設定ファイルは/etc/codedeploy-agent/conf/codedeployagent.yml(Amazon
Linux、RHEL、または Ubuntu Server インスタンス)、C:/ProgramData/Amazon/CodeDeploy/
conf.yml(Windows Server)。詳細については、「CodeDeploy エージェント設定リファレン (p. 432)」
を参照してください。
-A,—appspec-ファイル名
デフォルト以外の名前を付けた場合は、AppSpec ファイルの名前。デフォルトでは、AppSpec ファイル
は呼び出されます。appspec.ymlまたはappspec.yaml。
-h、--help
ヘルプコンテンツの概要を表示します。
-v、--version
ツールのバージョン番号を表示します。

例
有効なコマンド形式の例を以下に示します。
codedeploy-local
codedeploy-local --bundle-location /path/to/local/bundle/directory
codedeploy-local --bundle-location C:/path/to/local/bundle.zip --type zip --deploymentgroup my-deployment-group
codedeploy-local --bundle-location /path/to/local/directory --type directory --deploymentgroup my-deployment-group

Amazon S3 からバンドルをデプロイする:
codedeploy-local --bundle-location s3://mybucket/bundle.tgz --type tgz
codedeploy-local --bundle-location s3://mybucket/bundle.zip?versionId=1234&etag=47e8 --type
zip --deployment-group my-deployment-group

パブリック GitHub リポジトリからバンドルをデプロイする:
codedeploy-local --bundle-location https://github.com/awslabs/aws-codedeploy-sample-tomcat
--type zip
codedeploy-local --bundle-location https://api.github.com/repos/awslabs/aws-codedeploysample-tomcat/zipball/master --type zip
codedeploy-local --bundle-location https://api.github.com/repos/awslabs/aws-codedeploysample-tomcat/zipball/HEAD --type zip
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codedeploy-local --bundle-location https://api.github.com/repos/awslabs/aws-codedeploysample-tomcat/zipball/1a2b3c4d --type zip

複数のライフサイクルイベントを指定するバンドルをデプロイする:
codedeploy-local --bundle-location /path/to/local/bundle.tar --type tar --applicationfolder my-deployment --events DownloadBundle,Install,ApplicationStart,HealthCheck

ApplicationStop ライフサイクルイベントを使用して、以前にデプロイされたアプリケーションを停止する:
codedeploy-local --bundle-location /path/to/local/bundle.tgz --type tgz --deployment-group
--events ApplicationStop

特定のデプロイグループ ID を使用してデプロイする:
codedeploy-local --bundle-location C:/path/to/local/bundle/directory --deployment-group
1234abcd-5dd1-4774-89c6-30b107ac5dca

codedeploy-local --bundle-location C:/path/to/local/bundle.zip --type zip --deploymentgroup 1234abcd-5dd1-4774-89c6-30b107ac5dca
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CodeDeploy でのデプロイの
モニタリングは CodeDeploy と、の信頼性、可用性、パフォーマンスを維持する上で重要な部分で
す。AWSソリューション。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。ただ
し、CodeDeploy のモニタリングを開始する前に、以下の質問に対する回答を反映したモニタリング計画
を作成する必要があります。
• どのような目的でモニタリングしますか?
• モニタリングのターゲットとなるリソースとは?
• どのくらいの頻度でこれらのリソースをモニタリングしますか?
• 使用するモニタリングツールは?
• 誰がモニタリングタスクを実行しますか?
• 問題が発生したときに誰が通知を受け取りますか?
次のステップでは、さまざまなタイミングとロード条件でパフォーマンスを測定することにより、お客様
の環境で通常の CodeDeploy のパフォーマンスのベースラインを確定します。CodeDeploy のモニタリン
グでは、過去のモニタリングデータを保存し、現在のパフォーマンスデータと比較することで、パフォー
マンスの通常パターンと異常パターンを特定し、問題に対処する方法を考案できます。
たとえば、CodeDeploy を使用すると、デプロイおよびターゲットインスタンスのステータスをモニタ
リングできます。デプロイまたはインスタンスが失敗すると、アプリケーション仕様ファイルの再設
定、CodeDeploy エージェントの再インストールまたは更新、アプリケーションまたはデプロイグループ
の設定の更新、インスタンスの設定または AppSpec ファイルの変更が必要が生じることがあります。
ベースラインを確立するには、少なくとも、次の項目をモニタリングする必要があります。
• デプロイイベントとステータス
• インスタンスイベントとステータス

自動モニタリングツール
AWSでは、CodeDeploy のモニタリングに使用できるさまざまなツールを提供しています。これらのツー
ルの中には、自動モニタリングを設定できるものもあれば、手オペレーションを必要とするものもありま
す。モニタリングタスクをできるだけ自動化することをお勧めします。
以下の自動化されたモニタリングツールを使用して CodeDeploy を監視し、問題が発生したときにレポー
トできます。
• Amazon CloudWatch のアラーム – 単一のメトリクスを指定した期間モニタリングし、特定の閾値に対
する複数の期間にわたるメトリクスの値に基づいて、1 つ以上のアクションを実行します。アクション
は、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) のトピックまたは Amazon EC2 Auto Scaling
のポリシーに送信される通知です。CloudWatch のアラームは、メトリクスが特定の状態になっただ
けではアクションを呼び出しません。アクションを呼び出すには、状態が変化して、指定した期間継
続している必要があります。詳細については、「Monitoring Deployments with Amazon CloudWatch
Tools (p. 353)」を参照してください。
CloudWatch のアラームモニタリングを使用するサービスロールの更新に関する詳細については、
「」を参照してください。CloudWatch アクセス許可を CodeDeploy サービスロールに付与す
る (p. 354)。CodeDeploy オペレーションへの CloudWatch のアラームモニタリングの追加に関する詳
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細については、「」を参照してください。を使用してアプリケーションを作成 CodeDeploy (p. 269),で
デプロイグループを作成する CodeDeploy (p. 283), またはCodeDeploy でデプロイグループの設定を変
更する (p. 296)。
• Amazon CloudWatch Logs – AWS CloudTrail またはその他のソースのログファイルのモニタリング、保
存、アクセスを行います。詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドのログファイルのモ
ニタリングについての記述を参照してください。
CloudWatch コンソールを使用して CodeDeploy ログを表示する方法については、「」を参照してくだ
さい。CloudWatch Logs コンソールでの CodeDeploy ログの表示。
• Amazon CloudWatch Events – イベントに一致したものを 1 つ以上のターゲットの関数またはストリー
ムに渡して、変更、状態の情報の収集、是正措置を行います。詳細については、Amazon CloudWatch
ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch Events とは」を参照してください。
CodeDeploy オペレーションでの CloudWatch イベントの使用に関する詳細については、「」を参照し
てください。Amazon CloudWatch Events でのデプロイのモニタリング (p. 354)。
• AWS CloudTrail のログのモニタリング – アカウント間でログファイルを共有し、CloudTrail のログファ
イルを CloudWatch Logs に送信してリアルタイムでモニタリングします。また、ログを処理するアプリ
ケーションを Java で作成し、CloudTrail からの提供後にログファイルが変更されていないことを確認し
ます。詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドの「CloudTrail ログファイルの操作」を参照し
てください。
CodeDeploy での CloudTrail の利用については、「」を参照してください。Monitoring
Deployments (p. 356)。
• Amazon Simple Notification Service：イベント駆動型のトリガーを設定して、成功または失敗など、デ
プロイおよびインスタンスイベントに関する SMS または電子メール通知を受信します。詳細について
は、「」を参照してください。トピックの作成そしてAmazon Simple Notification Service とは何です
か。
CodeDeploy の Amazon SNS 通知のセットアップに関する詳細については、「」を参照してくださ
い。Monitoring Deployments with Amazon SNS Event Notifications (p. 358)。

手動モニタリングツール
CodeDeploy のモニタリングでもう 1 つ重要な点は、CloudWatch のアラームの対象外、項目を手動でモ
ニタリングすることです。CodeDeploy、CloudWatch、その他AWSコンソールダッシュボードには、の状
態が一目でわかるビューが表示されます。AWS環境。CodeDeploy デプロイのログファイルを確認するこ
ともお勧めします。
• CodeDeploy コンソールには、
• デプロイのステータス
• リビジョンのデプロイを最後に試みた日時と、最後に成功した日時
• デプロイの成功、失敗、スキップ、進行中のインスタンス数
• オンプレミスインスタンスのステータス
• オンプレミスインスタンスが登録、または登録解除された日時
• CloudWatch ホームページには、次の内容が表示されます。
• 現在のアラームとステータス
• アラームとリソースのグラフ
• サービス状態ステータス
また、CloudWatch を使用して以下のことを行えます。
• 重視するサービスをモニタリングするためのカスタマイズしたダッシュボードを作成する。
• メトリクスデータをグラフ化して、問題のトラブルシューティングを行い、傾向を確認する
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• AWS リソースのすべてのメトリクスを検索して、参照する
• 問題があることを通知するアラームを作成/編集する
トピック
• Monitoring Deployments with Amazon CloudWatch Tools (p. 353)
• Monitoring Deployments (p. 356)
• Monitoring Deployments with Amazon SNS Event Notifications (p. 358)

Amazon CloudWatch ツールを使用してデプロイを
監視する
次の CloudWatch ツールを使用して、CodeDeploy デプロイをモニタリングできます。Amazon
CloudWatch Events、CloudWatch アラーム、Amazon CloudWatch Logs。
CodeDeploy エージェントおよびデプロイによって作成されたログを確認することで、デプロイ失敗
の原因をトラブルシューティングできます。各インスタンスで CodeDeploy ログを確認する代わり
に、CloudWatch Logs を使用してすべてのログを一元的にモニタリングできます。
CloudWatch アラームと CloudWatch イベントを使用して CodeDeploy デプロイを監視する方法について
は、以下のトピックを参照してください。
トピック
• CodeDeploy での CloudWatch アラームを使用したデプロイのモニタリング (p. 353)
• Amazon CloudWatch Events でのデプロイのモニタリング (p. 354)

CodeDeploy での CloudWatch アラームを使用したデ
プロイのモニタリング
CodeDeploy オペレーションで使用しているインスタンスまたは Amazon EC2 Auto Scaling グループに
対して CloudWatch アラームを作成できます。アラームは、指定期間にわたって単一のメトリクスを監
視し、その値と複数期間に対するしきい値との比較結果に基づいて 1 つ以上のアクションを実行しま
す。CloudWatch アラームは、状態が変化したときにアクションを呼び出します（たとえば、OKにALARM).
ネイティブの CloudWatch アラーム機能では、デプロイで使用しているインスタンスが失敗した
ときに Amazon SNS 通知を送信したり、インスタンスを停止、終了、再起動、復旧したりするな
ど、CloudWatch でサポートされているアクションを指定できます。CodeDeploy オペレーションでは、デ
プロイグループに関連付けた CloudWatch アラームがアクティブ化されるたびにデプロイを停止するよう
にデプロイグループを設定できます。
最大 10 個の CloudWatch アラームを CodeDeploy デプロイグループに関連付けることができます。指定
したアラームがアクティブ化した場合、デプロイは停止し、ステータスは [Stopped] に更新されます。こ
のオプションを使用するには、CloudWatch アクセス許可を CodeDeploy サービスロールに対して付与す
る必要があります。
CloudWatch コンソールで CloudWatch アラームを設定する方法については、を参照してくださ
い。Amazon CloudWatch アラームの作成のAmazon CloudWatch ユーザーガイド。
CodeDeploy で CloudWatch アラームをデプロイグループに関連付ける方法については、を参照してくだ
さい。でデプロイグループを作成する CodeDeploy (p. 283)そしてCodeDeploy でデプロイグループの設定
を変更する (p. 296)。
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トピック
• CloudWatch アクセス許可を CodeDeploy サービスロールに付与する (p. 354)

CloudWatch アクセス許可を CodeDeploy サービスロールに付与
する
デプロイで CloudWatch アラームモニタリングを使用する前に、CodeDeploy オペレーションで使用する
サービスロールに対して CloudWatch リソースへのアクセス許可を付与する必要があります。

CloudWatch にアクセス許可をサービスロールに付与するには
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.

IAM コンソールのナビゲーションペインで [ロール] を選択します。

3.

AWS CodeDeploy オペレーションで使用するサービスロールの名前を選択します。

4.

[アクセス権限] タブの [インラインポリシー] エリアで、[ロールポリシーの作成] を選択します。
–または–
[Create Role Policy] ボタンを使用できない場合は、[Inline Policies] エリアを拡張して、[click here] を
選択します。

5.

[Set Permissions] ページで、[Custom Policy] を選択し、次に [Select] を選択します。

6.

[Review Policy] ページで、[Policy Name] フィールドに、このポリシーを識別するための名前
[CWAlarms] などを入力します。

7.

[Policy Document] フィールドに以下を貼り付けます。
{

}

8.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "cloudwatch:DescribeAlarms",
"Resource": "*"
}
]

[Apply Policy] (ポリシーを適用) を選択します。

Amazon CloudWatch Events でのデプロイのモニタリ
ング
Amazon CloudWatch Events を使用して、インスタンスの状態の変更、または CodeDeploy オペレー
ションのデプロイ (「イベント」として) を検出して対処できます。次に、作成したルールに基づいて
CloudWatch Events はデプロイまたはインスタンスが、ルールで指定した状態になると、1 つ以上のター
ゲットアクションを呼び出します。状態変更のタイプに応じて、通知を送信、状態情報を取得し、修正作
業またはその他のアクションを取ることができます。CloudWatch Events を CodeDeploy オペレーション
の一部として使用するとき、次のタイプのターゲットを選択できます。
• AWS Lambda 関数
• Kinesis Streams
• Amazon SQS キュー
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• 組み込みターゲット (EC2 CreateSnapshot API call,EC2 RebootInstances API call,EC2
StopInstances API call, およびEC2 TerminateInstances API call)
• Amazon SNS トピック
次にユースケースをいくつか示します。
• Lambda 機能を使用して、デプロイが失敗するたびに Slack チャネルに通知を配信します。
• Kinesis ストリームにデプロイまたはインスタンスのデータをプッシュして、包括的でリアルタイムの状
態モニタリングをサポートします。
• CloudWatch アラームアクションを使用して、指定したデプロイやインスタンスイベントが発生したと
きに、Amazon EC2 インスタンスを自動的に停止、終了、再起動、復旧します。
このトピックの残りの部分では、CodeDeploy の CloudWatch Events ルールを作成するための基本的な
手順について説明します。ただし、CodeDeploy オペレーションで使用するイベントルールを作成する前
に、以下のことを実行する必要があります。
• CloudWatch イベントの前提条件を完了します。詳細については、 を参照してください。Amazon
CloudWatch Events の前提条件。
• CloudWatch Events のイベント、ルール、およびターゲットをよく理解しておく。詳細については、
「」を参照してください。Amazon CloudWatch Events とはそして新しい CloudWatch イベント — 変更
を追跡して対応するAWSリソース。
• イベントのルールで使用するターゲットを作成します。

CodeDeploy の CloudWatch Events ルールを作成するには:
1.

CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインの Events] を選択します。

3.

[ルールの作成] を選択してから、[イベントの選択] で [AWS CodeDeploy] を選択します。

4.

詳細タイプを指定します。
• インスタンスとデプロイの両方のすべての状態変更に適用されるルールを作成するには、[Any
detail type] を選択してから、ステップ 6 に進んでください。
• インスタンスのみに適用するルールを作成するためには [Specific detail type] を選択してから、
[CodeDeploy インスタンスの状態変更通知] を選択します。
• デプロイのみに適用するルールを作成するためには [Specific detail type] を選択してから、
[CodeDeploy デプロイの状態変更通知] を選択します。

5.

ルールを適用する状態変更を指定します。
• すべての状態変更に適用されるルールを作成するには、[Any state] を選択します。
• いくつかの状態変更のみに適用されるルールを作成するためには、Specific state(s) を選択してか
ら、リストから 1 つ以上のステータス値を選択します。次の表は、使用できるステータス値を一覧
表示します。
デプロイのステータス値

インスタンスのステータス値

FAILURE

FAILURE

開始

開始

STOP

準備完了

QUEUED

SUCCESS
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デプロイのステータス値

インスタンスのステータス値

準備完了
SUCCESS
6.

ルールが適用される CodeDeploy アプリケーションを指定します。
• すべてのアプリケーションに適用するルールを作成するためには、[Any application] を選択し、ス
テップ 8 に進んでください。

7.

• 1 つのアプリケーションのみに適用するルールを作成するためには、[Specific application] を選択し
てから、リストからアプリケーション名を選択します。
ルールが適用されるデプロイを指定します。
• 選択したアプリケーションと関連付けられたすべてのデプロイグループに適用されるルールを作成
するためには、[Any deployment group] を選択します。
• 選択したアプリケーションに関連付けられる 1 つのデプロイグループのみに適用されるルールを作
成するためには、[Specific deployment group(s)] を選択してから、リストからデプロイグループ名
を選択します。

8.

ルール設定を確認して、イベントモニタリング要件を満たしていることを確認します。

9. [Targets] エリアで、[Add target*] を選択します。
10. Select target type リストで、このルールを使用するために準備したターゲットのタイプを選択してか
ら、そのタイプに必要な追加オプションを設定します。
11. 設定の詳細 を選択します。
12. [Configure rule details] ページで、ルールの名前と説明を入力し、[State] ボックスを選択して、すぐに
ルールを有効化します。
13. ルールが適切であることを確認したら、[Create rule] を選択します。

でのデプロイのモニタリングAWS CloudTrail
CodeDeploy は CloudTrail と統合されています。これは、CodeDeploy によって、または CodeDeploy の
代わりに行われた API 呼び出しをキャプチャするサービスAWSアカウントを作成し、指定した Amazon
S3 バケットにログファイルを渡します。CloudTrail は、CodeDeploy コンソールからの CodeDeploy コ
マンドからの API 呼び出しを、AWS CLI、または CodeDeploy API から直接実行できます。CloudTrail に
よって収集された情報を使用して、CodeDeploy に対してどのようなリクエストが行われたかを判断する
ことができます。リクエストの作成元のソース IP アドレス、リクエストの実行者、リクエストの実行日時
などです。設定して有効にする方法など、CloudTrail の詳細については、「」を参照してください。AWS
CloudTrailユーザーガイド。

CloudTrail でのCodeDeploy 情報
CloudTrail ロギングがAWSアカウントでは、CodeDeploy アクションに対する API 呼び出しがログファイ
ルに記録されます。CodeDeploy レコードは他のレコードと一緒に記録されます。AWSログファイルに記
録をサービスします。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。
CodeDeploy アクションはすべて、ログに記録され、ドキュメント化されます。AWS CodeDeployコマン
ドラインリファレンスとAWS CodeDeployAPI リファレンス。たとえば、デプロイの作成、アプリケー
ションの削除、アプリケーションリビジョンの登録を呼び出すと、CloudTrail ログファイルにエントリが
生成されます。
各ログエントリには、誰がリクエストを生成したかに関する情報が含まれます。ログ内のユーザー ID 情報
は、リクエストが、ルートまたは IAM ユーザーの認証情報を使用して送信されたか、ロールまたはフェデ
レーションユーザーの一時的なセキュリティ認証情報を使用して送信されたか、あるいは別の AWS サー
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ビスによって送信されたかを確認するために役立ちます。詳細については、CloudTrail ログイベントリ
ファレンスの userIdentity フィールドを参照してください。
必要な場合はログファイルを自身のバケットに保管できますが、ログファイルを自動的にアーカイブま
たは削除するにように Amazon S3 ライフサイクルルールを定義することもできます。デフォルトでは
Amazon S3 のサーバー側の暗号化 (SSE) を使用して、ログファイルが暗号化されます。
新しいログファイルが配信されたときに CloudTrail が Amazon SNS 通知を発行するようにできます。詳
細については、「CloudTrail 用の Amazon SNS 通知の構成」を参照してください。
CodeDeploy ログファイルを複数から集約することもできます。AWSリージョンと複数AWSアカウントを
Amazon S3 バケットにまとめます。詳細については、「」を参照してください。CloudTrail ログ ファイル
を複数のリージョンから受け取る。

CodeDeploy ログファイルエントリについて
CloudTrail ログファイルには、複数の JSON 形式イベントで構成されるひとつ以上のログエントリを記録
できます。ログエントリは任意の送信元からの単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、
任意のパラメータ、アクションの日時などに関する情報を含みます。ログエントリは、特定の順序になる
ように生成されるわけではありません。つまり、パブリック API 呼び出しの順序付けられたスタックト
レースではありません。
次は、CodeDeploy デプロイグループの作成アクションを示す CloudTrail ログエントリの例です。
{

"Records": [{
"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE:203.0.113.11",
"arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/example-role/203.0.113.11",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2014-11-27T03:57:36Z"
},
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/example-role",
"accountId": "123456789012",
"userName": "example-role"
}
}
},
"eventTime": "2014-11-27T03:57:36Z",
"eventSource": "codedeploy.amazonaws.com",
"eventName": "CreateDeploymentGroup",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "203.0.113.11",
"userAgent": "example-user-agent-string",
"requestParameters": {
"applicationName": "ExampleApplication",
"serviceRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/example-instance-group-role",
"deploymentGroupName": "ExampleDeploymentGroup",
"ec2TagFilters": [{
"value": "CodeDeployDemo",
"type": "KEY_AND_VALUE",
"key": "Name"
}],
"deploymentConfigName": "CodeDeployDefault.HalfAtATime"
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},
"responseElements": {
"deploymentGroupId": "7d64e680-e6f4-4c07-b10a-9e117EXAMPLE"
},
"requestID": "86168559-75e9-11e4-8cf8-75d18EXAMPLE",
"eventID": "832b82d5-d474-44e8-a51d-093ccEXAMPLE",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"
},
... additional entries ...
]

}

Amazon SNS イベント通知を使用したデプロイの
モニタリング
トリガーを CodeDeploy デプロイグループに追加すると、そのデプロイグループのデプロイまたはインス
タンスに関連するイベントに関する通知を受信できます。これらの通知は、トリガーのアクションの一部
となった Amazon SNS トピックにサブスクライブされている受信者に送信されます。
SMS メッセージまたは電子メールメッセージで、CodeDeploy イベントの通知を受信できます。ま
た、Amazon SQS キューへのメッセージの送信、またはでの関数の呼び出しなど、指定されたイベントが
他の方法で発生したときに作成される JSON データを使用することもできます。AWS Lambda。デプロ
イおよびインスタンストリガーに提供される JSON データの構造については、「CodeDeploy トリガーの
JSON データ形式 (p. 366)」を参照してください。
次の場合に、トリガーを使用して通知を受け取ることもできます。
• トラブルシューティングできるように、デプロイが失敗または停止したときに知る必要がある開発者の
場合。
• Amazon EC2 フリートの状態を監視するために、いくつのインスタンスが失敗したかを知る必要がある
システム管理者です。
• デスクトップの電子メールクライアントのフォルダに様々なタイプの通知をルーティングするフィル
タリングルールを使用して、デプロイおよびインスタンスのイベントの数を一目で把握したいマネー
ジャーの場合。
次のいずれかのイベントタイプに対して、CodeDeploy デプロイグループごとに最大 10 のトリガーを作成
できます。
デプロイイベント

インスタンスイベント

• 成功

• 成功

• 失敗
• Started
• 停止

• 失敗
• Started
• 準備完了¹

• ロールバック
• 準備完了¹

• すべてのインスタンスイベント

• すべてのデプロイイベント
¹Blue/Green デプロイにのみ適用されます。最新のアプリケーションのリビジョンが、置き換え先環境で
インスタンスにインストールされており、元の環境からのトラフィックをロードバランサーの背後で再
ルーティングすることができることを示します。詳細については、「」を参照してください。でのデプ
ロイグループの使用 CodeDeploy (p. 317)。
API バージョン 2014-10-06
358

AWS CodeDeploy ユーザーガイド
サービスロールへの Amazon SNS アクセス許可の付与

トピック
• Amazon SNS アクセス権限を CodeDeploy サービスロールに付与する (p. 359)
• 次に、CodeDeploy イベントのトリガーを作成します。 (p. 359)
• 次に、CodeDeploy デプロイグループのトリガーを編集します。 (p. 364)
• 次に、CodeDeploy デプロイグループからトリガーを削除する (p. 366)
• CodeDeploy トリガーの JSON データ形式 (p. 366)

Amazon SNS アクセス権限を CodeDeploy サービス
ロールに付与する
トリガーが通知を生成する前に、CodeDeploy オペレーションで使用するサービスロールには、Amazon
SNS リソースへのアクセス許可を付与する必要があります。

サービスロールへの Amazon SNS アクセス許可を付与するには
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.

IAM コンソールのナビゲーションペインで [ロール] を選択します。

3.

AWS CodeDeploy オペレーションで使用するサービスロールの名前を選択します。

4.

[アクセス権限] タブの [インラインポリシー] エリアで、[ロールポリシーの作成] を選択します。
–または–
[Create Role Policy] ボタンを使用できない場合は、[Inline Policies] エリアを拡張して、[click here] を
選択します。

5.

[Set Permissions] ページで、[Custom Policy] を選択し、次に [Select] を選択します。

6.

[ポリシーの確認] ページで、[ポリシー名] フィールドにポリシーを識別する名前 (SNSPublish など)
を入力します。

7.

[Policy Document] フィールドに以下を貼り付けます。
{

}

8.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "sns:Publish",
"Resource": "*"
}
]

[Apply Policy] (ポリシーを適用) を選択します。

次に、CodeDeploy イベントのトリガーを作成しま
す。
以下の Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックを公開するトリガーを作成できま
す。AWS CodeDeployデプロイまたはインスタンスイベント。次に、そのイベントが発生した場合、関
連付けられたトピックのすべてのサブスクライバーは、SMS メッセージまたは E メールメッセージなど
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次に、CodeDeploy イベントのトリガーを作成します。

の、トピックで指定されたエンドポイントを経由して通知を受信します。Amazon SNS では、トピックを
サブスクライブするための複数の方法が用意されています。
トリガーを作成する前に、トリガーが指すように Amazon SNS トピックを設定する必要があります。詳細
については、 を参照してください。トピックの作成。トピックを作成する際には、次のような形式で、目
的をわかりやすくする名前を付けることをお勧めします。Topic-group-us-west-3-deploy-failま
たはTopic-group-project-2-instance-stop。
トリガーのために通知を送信する前に、Amazon SNS アクセス権限を CodeDeploy サービスロールに付与
する必要もあります。詳細については、Amazon SNS アクセス権限を CodeDeploy サービスロールに付与
する (p. 359) を参照してください。
トピックを作成した後、サブスクライバーを追加できます。トピックの作成、管理、およびサブスクライ
ブの詳細については、「」を参照してください。Amazon Simple Notification Service とは。

次に、CodeDeploy イベントの通知を送信するためのトリガーを
作成します (コンソール)
次に、CodeDeploy コンソールを使用して、CodeDeploy イベントのトリガーを作成できます。セットアッ
ププロセスの最後に、アクセス許可およびトリガーの詳細の両方が正しくセットアップされていることを
確認するためにテスト通知メッセージが送信されます。

次に、CodeDeploy イベントのトリガーを作成するには
1.

AWS Management Console で AWS CodeDeploy コンソールを開きます。

2.

にサインインします。AWS Management Console次に、CodeDeploy コンソールを開きます。https://
console.aws.amazon.com/codedeploy。

Note
で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使用してサインインしま
す。CodeDeploy の開始方法 (p. 33)。
3.

ナビゲーションペインで、[] を展開します。デプロイ[] の順に選択します。アプリケーション。

4.

[アプリケーション] ページで、トリガーを追加するデプロイグループに関連付けられているアプリ
ケーションの名前を選択します。

5.

[アプリケーションの詳細] ページで、トリガーを追加するデプロイグループを選択します。

6.

[Edit] を選択します。

7.

[Advanced - optional (詳細 - オプション)] を展開します。

8.

[トリガー] エリアで、[Create trigger (トリガーの作成)] を選択します。

9.

[Create deployment trigger (デプロイトリガーの作成)] ペインで、次の操作を行います。
a.

[トリガー名] に、用途をわかりやすく示すトリガーの名前を入力します。Trigger-group-uswest-3-deploy-fail または Trigger-group-eu-central-instance-stop などの形式を
お勧めします。

b.

Eclipseイベント[] で、通知を送信するために Amazon SNS トピックをトリガーするイベントタイ
プまたはタイプを選択します。

c.

EclipseAmazon SNS トピック[] で、このトリガーの通知を送信するために作成したトピックの名
前を選択します。

d.

[Create trigger (トリガーの作成)] を選択します。CodeDeploy は、CodeDeploy と Amazon SNS
トピック間のアクセスを正しく設定したことを確認するためのテスト通知を送信します。トピッ
クに対して選択したエンドポイントタイプに応じて、トピックをサブスクライブしている場合
は、SMS メッセージまたは E メールメッセージで確認を受信します。

10. [Save changes] (変更を保存) をクリックします。
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CodeDeploy イベントの通知を送信するためのトリガーを作成す
る (CLI)
CLI を使用して、デプロイグループを作成するときにトリガーを含めることも、既存のデプロイグループ
にトリガーを追加することもできます。

新しいデプロイグループの通知を送信するためのトリガーを作成するには
JSON ファイルを作成してデプロイグループを設定し、デプロイメントグループの作成を使用するコマン
ド--cli-input-jsonオプション。
JSON ファイルを作成する最も簡単な方法は、--generate-cli-skeleton オプションを使用して
JSON 形式のコピーを取得し、プレーンテキストエディターで必要な値を指定することです。
1.

次のコマンドを実行し、結果をプレーンテキストエディターにコピーします。
aws deploy create-deployment-group --generate-cli-skeleton

2.

既存の CodeDeploy アプリケーションの名前を追加します。
{

}

3.

"applicationName": "TestApp-us-east-2",
"deploymentGroupName": "",
"deploymentConfigName": "",
"ec2TagFilters": [
{
"Key": "",
"Value": "",
"Type": ""
}
],
"onPremisesInstanceTagFilters": [
{
"Key": "",
"Value": "",
"Type": ""
}
],
"autoScalingGroups": [
""
],
"serviceRoleArn": "",
"triggerConfigurations": [
{
"triggerName": "",
"triggerTargetArn": "",
"triggerEvents": [
""
]
}
]

設定するパラメータの値を指定します。
create-deployment-group コマンドを使用する場合は、少なくとも次のパラメータ値を指定する必要が
あります。
• applicationName: アカウントで既に作成されたアプリケーションの名前。
• deploymentGroupName: 作成するデプロイグループの名前。
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• serviceRoleArn: アカウントで、CodeDeploy 用にセットアップする既存のサービスロールの
ARN。詳細については、ステップ 2: CodeDeploy のサービスロールの作成 (p. 33) を参照してくだ
さい。
triggerConfigurations セクションで、次のパラメーターの値を指定します。
• triggerName: 簡単に識別できるように、トリガーに付与した名前。Trigger-group-uswest-3-deploy-fail または Trigger-group-eu-central-instance-stop などの形式をお
勧めします。
• triggerTargetArn: トリガーに関連付けるために作成した Amazon SNS トピックの ARN (形
式)。arn:aws:sns:us-east-2:444455556666:NewTestTopic。
• triggerEvents: 通知をトリガーするイベントタイプまたはイベン
ト。1 つ以上のイベントタイプを指定し、複数のイベントタイプ名
をカンマで区切ることができます (たとえば、"triggerEvents":
["DeploymentSuccess","DeploymentFailure","InstanceFailure"])。1 つ以上のイベン
トタイプを追加すると、これらのすべてのタイプの通知は、それぞれの異なるトピックではなく、
指定したトピックに送信されます。次のイベントタイプから選択できます。
• DeploymentStart
• DeploymentSuccess
• DeploymentFailure
• DeploymentStop
• DeploymentRollback
• DeploymentReady (Blue/Green デプロイで置き換え先インスタンスにのみ適用します)
• InstanceStart
• InstanceSuccess
• InstanceFailure
• InstanceReady (Blue/Green デプロイで置き換え先インスタンスにのみ適用します)
以下の設定例では、dep-group-ghi-789-2 という名前のアプリケーション用の TestApp-useast-2 という名前のデプロイグループを作成し、デプロイの開始、成功、または失敗のたびに通知
の送信を促すトリガーを作成します。
{

"applicationName": "TestApp-us-east-2",
"deploymentConfigName": "CodeDeployDefault.OneAtATime",
"deploymentGroupName": "dep-group-ghi-789-2",
"ec2TagFilters": [
{
"Key": "Name",
"Value": "Project-ABC",
"Type": "KEY_AND_VALUE"
}
],
"serviceRoleArn": "arn:aws:iam::444455556666:role/AnyCompany-service-role",
"triggerConfigurations": [
{
"triggerName": "Trigger-group-us-east-2",
"triggerTargetArn": "arn:aws:sns:us-east-2:444455556666:us-eastdeployments",
"triggerEvents": [
"DeploymentStart",
"DeploymentSuccess",
"DeploymentFailure"
]
}
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}

4.

]

更新を JSON ファイルとして保存し、create-deployment-group コマンドを実行するときに --cliinput-json オプションを使用してそのファイルを呼び出します。

Important
ファイル名の前に必ず file:// を含めてください。このコマンドでは必須です。
aws deploy create-deployment-group --cli-input-json file://filename.json

作成プロセスの最後に、アクセス許可およびトリガーの詳細の両方が正しく設定されていることを示
すテスト通知メッセージが届きます。

既存のデプロイグループの通知を送信するためのトリガーを作成するには
♪AWS CLICodeDeploy イベントのトリガーを既存のデプロイグループに追加するには、JSON ファイル
を作成してデプロイグループを更新し、アップデート展開グループを使用するコマンド--cli-inputjsonオプション。
JSON ファイルを作成する最も簡単な方法は、get-deployment-group コマンドを実行し、JSON 形式でデ
プロイグループの設定をコピーして、プレーンテキストエディターでパラメーター値を更新することで
す。
1.

次のコマンドを実行し、結果をプレーンテキストエディターにコピーします。
aws deploy get-deployment-group --application-name application --deployment-groupname deployment-group

2.

出力から次のものを削除します。
• 出力の先頭の [{ "deploymentGroupInfo":] を削除します。
• 出力の末尾の [}] を削除します。
• [deploymentGroupId] を含む行を削除します。
• [deploymentGroupName] を含む行を削除します。
テキストファイルのコンテンツは、次のようになります。
{

}

3.

"applicationName": "TestApp-us-east-2",
"deploymentConfigName": "CodeDeployDefault.OneAtATime",
"autoScalingGroups": [],
"ec2TagFilters": [
{
"Type": "KEY_AND_VALUE",
"Value": "Project-ABC",
"Key": "Name"
}
],
"triggerConfigurations": [],
"serviceRoleArn": "arn:aws:iam::444455556666:role/AnyCompany-service-role",
"onPremisesInstanceTagFilters": []

[triggerConfigurations] セクションで、[triggerEvents]、[triggerTargetArn]、および
[triggerName] パラメーターのデータを追加します。トリガーの設定パラメータについての詳細は、
「TriggerConfig」を参照してください。
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テキストファイルのコンテンツは、次のようになります。このコードでは、デプロイの開始、成功、
または失敗のたびに通知を送信するように求められます。
{

"applicationName": "TestApp-us-east-2",
"deploymentConfigName": "CodeDeployDefault.OneAtATime",
"autoScalingGroups": [],
"ec2TagFilters": [
{
"Type": "KEY_AND_VALUE",
"Value": "Project-ABC",
"Key": "Name"
}
],
"triggerConfigurations": [
{
"triggerEvents": [
"DeploymentStart",
"DeploymentSuccess",
"DeploymentFailure"
],
"triggerTargetArn": "arn:aws:sns:us-east-2:444455556666:us-eastdeployments",
"triggerName": "Trigger-group-us-east-2"
}
],
"serviceRoleArn": "arn:aws:iam::444455556666:role/AnyCompany-service-role",
"onPremisesInstanceTagFilters": []
}

4.

更新を JSON ファイルとして保存し、アップデート展開グループを使用するコマンド--cli-inputjsonオプション。必ず --current-deployment-group-name オプションを含めて、filename
を JSON ファイルの名前に置き換えてください。

Important
ファイル名の前に必ず file:// を含めてください。このコマンドでは必須です。
aws deploy update-deployment-group --current-deployment-group-name deployment-groupname --cli-input-json file://filename.json

作成プロセスの最後に、アクセス許可およびトリガーの詳細の両方が正しく設定されていることを示
すテスト通知メッセージが届きます。

次に、CodeDeploy デプロイグループのトリガーを編
集します。
通知の要件が変更された場合は、新しいトリガーを作成するのではなく、トリガーを変更することができ
ます。

次に、CodeDeploy トリガーを変更します (CLI)。
♪AWS CLIデプロイグループを更新するときに CodeDeploy イベントのトリガーの詳細を変更するに
は、JSON ファイルを作成してデプロイグループのプロパティに対する変更を定義し、アップデート展開
グループコマンドを--cli-input-jsonオプション。

API バージョン 2014-10-06
364

AWS CodeDeploy ユーザーガイド
デプロイグループのトリガーを編集する

JSON ファイルを作成する最も簡単な方法は、get-deployment-group コマンドを実行して現在のデプロイ
グループの詳細を JSON 形式で取得し、プレーンテキストエディターで必要な値を編集することです。
1.

以下のコマンドを実行します (アプリケーションおよびデプロイグループの名前を application お
よび deployment-group に置き換えます)。
aws deploy get-deployment-group --application-name application --deployment-groupname deployment-group

2.

コマンド結果をプレーンテキストエディターにコピーし、次のものを削除します。
• 出力の先頭の [{ "deploymentGroupInfo":] を削除します。
• 出力の末尾の [}] を削除します。
• [deploymentGroupId] を含む行を削除します。
• [deploymentGroupName] を含む行を削除します。
テキストファイルのコンテンツは、次のようになります。
{

"applicationName": "TestApp-us-east-2",
"deploymentConfigName": "CodeDeployDefault.OneAtATime",
"autoScalingGroups": [],
"ec2TagFilters": [
{
"Type": "KEY_AND_VALUE",
"Value": "East-1-Instances",
"Key": "Name"
}
],
"triggerConfigurations": [
{
"triggerEvents": [
"DeploymentStart",
"DeploymentSuccess",
"DeploymentFailure",
"DeploymentStop"
],
"triggerTargetArn": "arn:aws:sns:us-east-2:111222333444:Trigger-group-useast-2",
"triggerName": "Trigger-group-us-east-2"
}
],
"serviceRoleArn": "arn:aws:iam::444455556666:role/AnyCompany-service-role",
"onPremisesInstanceTagFilters": []
}

3.

必要に応じてパラメーターを変更します。トリガーの設定パラメータについての詳細は、
「TriggerConfig」を参照してください。

4.

更新を JSON ファイルとして保存し、アップデート展開グループを使用するコマンド--cli-inputjsonオプション。必ず --current-deployment-group-name オプションを含めて、filename
を JSON ファイルの名前に置き換えてください。

Important
ファイル名の前に必ず file:// を含めてください。このコマンドでは必須です。
aws deploy update-deployment-group --current-deployment-group-name deployment-groupname --cli-input-json file://filename.json
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作成プロセスの最後に、アクセス許可およびトリガーの詳細の両方が正しく設定されていることを示すテ
スト通知メッセージが届きます。

次に、CodeDeploy デプロイグループからトリガーを
削除する
デプロイグループごとに 10 個のトリガーの制限があるため、使用されなくなったトリガーを削除するこ
とをお勧めします。トリガーの削除は元に戻すことはできませんが、1 つを再作成することはできます。

デプロイグループからトリガーを削除する (コンソール)
1.

にサインインします。AWS Management Console次に、CodeDeploy コンソールを開きます。https://
console.aws.amazon.com/codedeploy。

Note
で使用したのと同じアカウントまたは IAM ユーザー情報を使用してサインインしま
す。CodeDeploy の開始方法 (p. 33)。
2.

ナビゲーションペインで、[] を展開します。デプロイ[] の順に選択します。アプリケーション。

3.

[アプリケーション] ページで、トリガーを削除するデプロイグループに関連付けられているアプリ
ケーションの名前を選択します。

4.

[アプリケーションの詳細] ページで、トリガーを削除するデプロイグループを選択します。

5.
6.
7.

[Edit] を選択します。
[Advanced - optional (詳細 - オプション)] を展開します。
[トリガー] 領域で、削除するトリガーを選択し、[Delete trigger (トリガーを削除)] を選択します。

8.

[Save changes] (変更を保存) をクリックします。

デプロイグループからトリガーを削除する (CLI)
CLI を使用してトリガーを削除するには、アップデート展開グループコマンドで、空のトリガー設定パラ
メータを使用して、次のように指定します。
• デプロイグループに関連付けられたアプリケーションの名前。アプリケーション名のリストを表示する
には、アプリケーションを一覧表示しますコマンド。
• アプリケーションに関連付けられたデプロイグループの名前。デプロイグループ名のリストを表示する
には、リスト展開グループコマンド。
以下はその例です。
aws deploy update-deployment-group --application-name application-name --currentdeployment-group-name deployment-group-name --trigger-configurations

CodeDeploy トリガーの JSON データ形式
デプロイまたはインスタンスのトリガーが、Amazon SQS キューへのメッセージの送信、またはでの関数
の呼び出しなどのカスタム通知ワークフローでアクティブ化されたときに作成される JSON 出力を使用で
きます。AWS Lambda。

Note
このガイドでは、JSON を使用して通知を設定する方法については説明していません。Amazon
SNS を使用して Amazon SQS キューにメッセージを送信する方法の詳細については、「」を参
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照してください。Amazon SQS キューへの Amazon SNS メッセージの送信。Amazon SNS を使
用して Lambda 関数を呼び出す方法の詳細については、「」を参照してください。Amazon SNS
通知を使用した Lambda 関数の呼び出し。
次の例は、CodeDeploy トリガーで使用可能な JSON 出力の構造を示しています。
インスタンスベースのトリガー用 JSON 出力のサンプル
{

"region": "us-east-2",
"accountId": "111222333444",
"eventTriggerName": "trigger-group-us-east-instance-succeeded",
"deploymentId": "d-75I7MBT7C",
"instanceId": "arn:aws:ec2:us-east-2:444455556666:instance/i-496589f7",
"lastUpdatedAt": "1446744207.564",
"instanceStatus": "Succeeded",
"lifecycleEvents": [
{
"LifecycleEvent": "ApplicationStop",
"LifecycleEventStatus": "Succeeded",
"StartTime": "1446744188.595",
"EndTime": "1446744188.711"
},
{
"LifecycleEvent": "BeforeInstall",
"LifecycleEventStatus": "Succeeded",
"StartTime": "1446744189.827",
"EndTime": "1446744190.402"
}
//More lifecycle events might be listed here
]
}

デプロイベースのトリガー用 JSON 出力のサンプル
{

}

"region": "us-west-1",
"accountId": "111222333444",
"eventTriggerName": "Trigger-group-us-west-3-deploy-failed",
"applicationName": "ProductionApp-us-west-3",
"deploymentId": "d-75I7MBT7C",
"deploymentGroupName": "dep-group-def-456",
"createTime": "1446744188.595",
"completeTime": "1446744190.402",
"deploymentOverview": {
"Failed": "10",
"InProgress": "0",
"Pending": "0",
"Skipped": "0",
"Succeeded": "0"
},
"status": "Failed",
"errorInformation": {
"ErrorCode": "IAM_ROLE_MISSING",
"ErrorMessage": "IAM Role is missing for deployment group: dep-group-def-456"
}
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AWS CodeDeploy でのセキュリティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS の顧客は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。
セキュリティは、AWS と顧客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して説明しています。
• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWS コンプ
ライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテス
トおよび検証しています。AWS CodeDeploy に適用されるコンプライアンスプログラムの詳細について
は、「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」を参照してください。
• クラウド内のセキュリティ - ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。ま
た、お客様は、 お客様のデータの機密性、企業の要件、および適用可能な法律や規制といった他の要因
についても責任を担います。
このドキュメントは、を使用する際に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 CodeDeploy。以下のトピックでは、 CodeDeploy セキュリティおよびコンプライアンスの目的を
達成するためにを設定する方法を示します。また、 CodeDeploy リソースのモニタリングや保護に役立
つ、AWS他ののサービスの使用方法についても説明します。
トピック
• AWS CodeDeploy でのデータ保護 (p. 368)
• AWS CodeDeploy のためのアイデンティティおよびアクセス管理 (p. 370)
• でのログ記録とモニタリング CodeDeploy (p. 396)
• AWS CodeDeploy のコンプライアンス検証 (p. 397)
• AWS CodeDeploy での耐障害性 (p. 397)
• AWS CodeDeploy 内のインフラストラクチャセキュリティ (p. 397)

AWS CodeDeploy でのデータ保護
AWS責任共有モデルは、AWS CodeDeploy でのデータ保護に適用されます。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。
データ保護の目的で、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)またはAWS Identity
and Access Management (IAM)AWS アカウント を使用して認証情報を保護し、個々のユーザーをセット
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。
API バージョン 2014-10-06
368

AWS CodeDeploy ユーザーガイド
インターネットトラフィックのプライバシー

• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されています。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS 暗号化ソリューションを AWS のサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使
用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これにより、Amazon S3
に保存される機密データの検出と保護が支援されます。
• コマンドラインインターフェースまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証
済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。使用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、「連邦情報処理規格 (FIPS) 140−2」を参照してください。
顧客の E メールアドレスなどの機密情報やセンシティブ情報は、タグや [Name] (名前) フィールドなどの
自由形式のフィールドに配置しないことを強くお勧めします。これには、コンソール、API、 CodeDeploy
またはAWS SDKAWS を使用して他のサービスを操作する場合も含まれます。AWS CLIタグまたは名前に
使用する自由記入欄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。

インターネットトラフィックのプライバシー
CodeDeploy は、EC2 インスタンス、Lambda 関数、Amazon ECS、オンプレミスサーバーをサポートす
るフルマネージド型のデプロイサービスです。EC2 インスタンスとオンプレミスサーバーに関しては、ホ
ストベースのエージェントは TLS CodeDeploy を使用してと通信します。
現在、エージェントからサービスへの通信にはアウトバウンドインターネット接続が必要で、
CodeDeploy それによってエージェントはパブリックおよび Amazon S3 サービスエンドポイントと通信で
きるようになります。仮想プライベートクラウドでは、インターネットゲートウェイ、企業ネットワーク
へのサイト間 VPN 接続、または直接接続を使用してこれを実現できます。
CodeDeploy エージェントは HTTP プロキシをサポートします。
によって供給されるAmazon VPC エンドポイントはAWS PrivateLink、 CodeDeploy 特定のリージョンで
利用できます。詳細については、「を使用する CodeDeploy Amazon Virtual Private Cloud (p. 437)」を
参照してください。

Note
CodeDeploy エージェントは、Amazon EC2 オンプレミスのコンピューティングプラットフォー
ムにデプロイする場合にのみ必要です。エージェントは、Amazon ECS または AWS Lambda コ
ンピューティングプラットフォームを使用するデプロイメントでは必要ありません。

保管中の暗号化
では、カスタマーコードは保存されていません CodeDeploy。デプロイサービスとして
CodeDeploy 、EC2 CodeDeploy インスタンスまたはオンプレミスサーバーで稼働するエージェントにコ
マンドを送信します。次に、 CodeDeploy エージェントは TLS を使用してコマンドを実行します。デプロ
イ、デプロイ設定、デプロイグループ、アプリケーション、およびアプリケーションリビジョンのサービ
スモデルデータは、Amazon DynamoDB に保存されAWS 所有のキー、が所有し管理するを使用して安全
に暗号化されます CodeDeploy。詳細については、AWS 所有のキー を参照してください。

転送中の暗号化
CodeDeploy エージェントは、すべての通信をポート 443 CodeDeploy を介して開始します。エージェン
トは CodeDeploy をポーリングしてコマンドをリッスンします。 CodeDeploy エージェントはオープン
ソースです。 service-to-service client-to-service すべての通信は、TLS を使用して転送中に暗号化されま
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す。これにより、 CodeDeploy と Amazon S3 などの他のサービス間で転送されるお客様データが保護さ
れます。

暗号化キーの管理
お客様が管理する必要のある暗号化キーはありません。 CodeDeploy サービスモデルのデータは、を使用
して暗号化されAWS 所有のキー、によって所有され、管理されます CodeDeploy。詳細については、AWS
所有のキー を参照してください。

AWS CodeDeploy のためのアイデンティティおよ
びアクセス管理
AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御す
るために役立つ AWS のサービス です。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に CodeDeploy リ
ソースの使用を承認する (アクセス許可を持たせる) かを制御します。IAM は、追加費用なしで使用できる
AWS のサービス です。
トピック
• 対象者 (p. 370)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 371)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 373)
• AWS CodeDeploy と IAM の連携について (p. 374)
• CodeDeploy の AWS マネージド (事前定義) ポリシー (p. 377)
• CodeDeploy AWS管理ポリシーの更新 (p. 382)
• AWS CodeDeploy アイデンティティベースポリシーの例 (p. 382)
• AWS CodeDeploy Identity and Access のトラブルシューティング (p. 387)
• CodeDeploy の許可に関するリファレンス (p. 389)
• サービス間の混乱した代理の防止 (p. 395)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の用途は、 CodeDeploy で行う作業によって異なります。
[Service user] (サービスユーザー) — CodeDeploy サービスを利用してジョブを実行する場合は、必要なア
クセス許可と認証情報を管理者が用意します。 CodeDeploy 作業を実行するためにさらに多くの特徴を使
用するとき、追加の許可が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解しておくと、管理者に
適切な許可をリクエストするうえで役立ちます。 CodeDeploy の特徴にアクセスできない場合は、「AWS
CodeDeploy Identity and Access のトラブルシューティング (p. 387)」を参照してください。
サービス管理者 — 社内の CodeDeploy リソースを担当している場合は、おそらくへのフルアクセスがあ
ります CodeDeploy。 CodeDeploy サービスのユーザーがどの機能やリソースにアクセスするかを決める
のは管理者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービスユーザーの許可を変更す
る必要があります。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してください。で IAM を利用す
る方法の詳細については CodeDeploy、「」を参照してくださいAWS CodeDeploy と IAM の連携につい
て (p. 374)。
IAM 管理者 - 管理者は、 CodeDeploy へのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳細について確認す
る場合があります。IAM で使用できる CodeDeploy アイデンティティベースのポリシーの例を表示するに
は、「」を参照してくださいAWS CodeDeploy アイデンティティベースポリシーの例 (p. 382)。
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アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。ユーザーは、AWS
アカウント のルートユーザーもしくは IAM ユーザーとして、または IAM ロールを引き受けることによっ
て、認証を受ける (AWS にサインインする) 必要があります。
ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーテッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーテッドアイデ
ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google ま
たは Facebook の認証情報などがあります。フェデレーテッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。
ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。
プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS はsoftware development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツール
を使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。推奨される方法を使用して自分でリ
クエストに署名する方法の詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「署名バージョン 4 の署名
プロセス」を参照してください。
使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧めし
ます。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」
の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認証
(MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、「AWS
Account Managementリファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照してく
ださい。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカウ
ント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報を
持つ IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただし、IAM
ユーザーの長期的な認証情報を必要とする特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをローテー
ションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要とす
るユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。
IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。
ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
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「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。
IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。
• フェデレーションユーザーアクセス – フェデレーションアイデンティティに許可を割り当てるには、
ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーションアイデンティティが認証される
と、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されます。
フェデレーションのロールの詳細については、IAM ユーザーガイドの「サードパーティー ID プロバイ
ダー用のロールの作成」を参照してください。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可
セットを設定します。アイデンティティが認証後にアクセスできるものを制御するために、IAM アイデ
ンティティセンターは許可セットを IAM のロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細について
は、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可
セット」を参照してください。
• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。
• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。
• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その
ユーザーはプリンシパルとみなされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションが
トリガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。ア
クションがポリシーで追加の依存アクションを必要とするかどうかを確認するには、サービス認証リ
ファレンスの「AWS CodeDeploy のアクション、リソース、および条件キー」をご参照ください。
• サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ルです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。
• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは IAM アカウント内に表示され、サービスに
よって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編集
することはできません。
• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
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については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。
IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。

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

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

その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。
• 許可の境界 - 許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エンティティ (IAM ユー
ザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティティに許可の境界を
設定できます。結果として許可される範囲は、エンティティのアイデンティティベースポリシーとその
許可の境界の共通部分になります。Principal フィールドでユーザーまたはロールを指定するリソー
スベースのポリシーでは、許可の境界は制限されません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否
した場合、許可は無効になります。許可の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エ
ンティティの許可の境界」を参照してください。
• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、顧客のビジネスが所有する複数の AWS ア
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カウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP ではメ
ンバーアカウントのエンティティ (各 AWS アカウント ルートユーザーなど) に対する許可が制限されま
す。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の仕組み」
を参照してください。
• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS
が決定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ポリシーの評価ロジック」を参照してく
ださい。

AWS CodeDeploy と IAM の連携について
へのアクセスを管理するために IAM を使用する前に CodeDeploy、でどの IAM 機能が使用できるかを理解
しておく必要があります CodeDeploy。詳細については、IAM ユーザーガイド の「IAM と連携する AWS
サービス」を参照してください。
トピック
• CodeDeploy アイデンティティベースのポリシー (p. 374)
• CodeDeploy リソースベースのポリシー (p. 377)
• CodeDeploy タグに基づく認可 (p. 377)
• CodeDeploy IAM ロール (p. 377)

CodeDeploy アイデンティティベースのポリシー
IAM のアイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、およびア
クションが許可または拒否される条件を指定できます。 CodeDeploy はアクション、リソース、および
条件キーをサポートします。JSON ポリシーで使用する要素については、IAM ユーザーガイド 内の「IAM
JSON ポリシーの要素のリファレンス」を参照してください。

アクション
管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どの プ
リンシパル がどの リソース に対してどのような 条件 下で アクション を実行できるかということです。
JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。
このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための許可を付与するポリシーで使用され
ます。
のポリシーアクションは、 CodeDeploy codedeploy:アクションの前にプレフィックスを使用します。
例えば、codedeploy:GetApplication 許可は、GetApplication オペレーションを実行するための
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アクセス許可をユーザーに付与します。ポリシーステートメントには、ActionNotActionまたはエレメ
ントを含める必要があります。 CodeDeploy は、このサービスで実行できるタスクを記述する独自のアク
ションのセットを定義します。
単一のステートメントに複数のアクションを指定するには、次のようにカンマで区切ります。
"Action": [
"codedeploy:action1",
"codedeploy:action2"

ワイルドカード (*) を使用すると、複数のアクションを指定することができます。例えば、Describe と
いう単語で始まるすべてのアクションを指定するには、次のアクションを含めます。
"Action": "ec2:Describe*"

CodeDeploy アクションのリストについては、IAMAWS CodeDeploy ユーザーガイドの「によって定義さ
れるアクション」を参照してください。
すべての CodeDeploy 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、「」を参照してく
ださいCodeDeploy の許可に関するリファレンス (p. 389)。

リソース
管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。
Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。
オペレーションのリスト化など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、ステート
メントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。
"Resource": "*"

たとえば、以下の要領で ARN を使用して、ステートメント内でデプロイグループ
(myDeploymentGroup) を指定できます。
"Resource": "arn:aws:codedeploy:uswest-2:123456789012:deploymentgroup:myApplication/myDeploymentGroup"

以下のようにワイルドカード文字 (*) を使用して、特定のアカウントに属するすべてのデプロイグループを
指定することもできます。
"Resource": "arn:aws:codedeploy:us-west-2:123456789012:deploymentgroup:*"

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": "*"

CodeDeploy 一部の API アクションは複数のリソースを受け入れます
(例:、、、、BatchGetDeploymentGroups。単一のステートメントに複数のリソースを指定するには、
以下のようにコンマで ARN を区切ります。
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"Resource": ["arn1", "arn2"]

CodeDeploy では、 CodeDeployリソースを操作する一連のオペレーションが用意されています。使用可能
なオペレーションのリストについては、「CodeDeploy の許可に関するリファレンス (p. 389)」を参照し
てください。
CodeDeploy リソースタイプとその ARN のリストについては、IAMAWS CodeDeploy ユーザーガイドの
「リソースの定義」を参照してください。各リソースの ARN を指定できるアクションの詳細について
は、AWS CodeDeploy で定義されたアクション を参照してください。

CodeDeploy リソースとオペレーション
では CodeDeploy、プライマリリソースはデプロイグループです。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。 CodeDeploy は、アプリケーション、デ
プロイ設定、インスタンスなど、デプロイグループで使用できる他のリソースをサポートします。これら
は サブリソースと呼ばれます。これらのリソースとサブリソースには、一意の ARN が関連付けられてい
ます。詳細については、Amazon Web Services General Reference 内の Amazon リソースネーム (ARN)
を参照してください。
リソースタイプ

ARN 形式

デプロイグループ

arn:aws:codedeploy:region:accountid:deploymentgroup:application-name/deployment-groupname

アプリケーション

arn:aws:codedeploy:region:accountid:application:application-name

デプロイ設定

arn:aws:codedeploy:region:accountid:deploymentconfig:deployment-configuration-name

インスタンス

arn:aws:codedeploy:region:account-id:instance/instanceID

CodeDeploy すべてのリ
ソース

arn:aws:codedeploy:*

CodeDeploy 特定リージョ arn:aws:codedeploy:region:account-id:*
ンの特定アカウントが所有
するすべてのリソース

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、 CodeDeploy 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
トパターンを作成するときは、リソースの ARN 構文と一致するように正しい ARN 文字を使用し
てください。

条件キー
CodeDeploy にはサービス固有条件キーがありませんが、いくつかのグローバル条件キーの使用がサポー
トされています。条件キーの詳細については、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。

例
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CodeDeploy アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「」を参照してくださいAWS
CodeDeploy アイデンティティベースポリシーの例 (p. 382)。

CodeDeploy リソースベースのポリシー
CodeDeploy では、リソースベースのポリシーはサポートされていません。詳細なリソースベースのポリ
シーのページ例を表示するには、「AWS Lambda のリソースベースのポリシーを使用する」を参照してく
ださい。

CodeDeploy タグに基づく認可
CodeDeploy は、リソースのタグ付けやタグに基づいたアクセスの制御をサポートしていません。

CodeDeploy IAM ロール
IAM ロール は、特定のアクセス許可を持つ AWS アカウント内のエンティティです。

での一時的な認証情報の使用 CodeDeploy
一時的な認証情報を使用して、フェデレーションでサインインする、IAM ロールを引き受ける、また
はクロスアカウントロールを引き受けることができます。一時的なセキュリティ認証情報は、AWS
STSAssumeRoleやなどの API GetFederationToken操作を呼び出すことで取得します。
CodeDeploy は、一時的な認証情報の使用をサポートしています。

サービスにリンクされたロール
CodeDeploy は、サービスにリンクされたロールをサポートしていません。

サービスロール
この機能により、ユーザーに代わってサービスがサービスロールを引き受けることが許可されます。この
ロールにより、サービスがユーザーに代わって他のサービスのリソースにアクセスし、アクションを完了
することが許可されます。サービスロールは、IAM アカウントに表示され、アカウントによって所有され
ます。つまり、IAM 管理者が、このロールの許可を変更することができます。ただし、これを行うことに
より、サービスの機能が損なわれる場合があります。
CodeDeploy はサービスロールをサポートします。

で IAM ロールを選択する CodeDeploy
でデプロイグループリソースを作成する場合 CodeDeploy、ユーザーに代わって Amazon EC2
CodeDeploy へのアクセスを許可するロールを選択する必要があります。サービスロールあるいはサービ
スにリンクされたロールを以前に作成している場合、 CodeDeploy は選択できるロールのリストを示しま
す。EC2 インスタンスの起動と停止へのアクセスを許可するロールを選択することが重要です。

CodeDeploy の AWS マネージド (事前定義) ポリシー
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 マネージドポリシーでは、一般的なユースケースのア
クセス許可が付与されるため、どのアクセス許可が必要かを調査する必要がなくなります。詳細について
は、IAM ユーザーガイド の AWS マネージドポリシー を参照してください。
トピック
• AWSの管理ポリシーのリスト CodeDeploy (p. 378)
• CodeDeploy の管理ポリシーと通知 (p. 380)
API バージョン 2014-10-06
377

AWS CodeDeploy ユーザーガイド
CodeDeploy の AWS マネージド (事前定義) ポリシー

AWSの管理ポリシーのリスト CodeDeploy
次の AWS マネージドポリシーはアカウントのユーザーにアタッチできます。これらは CodeDeploy に固
有のマネージドポリシーです。
• AWSCodeDeployFullAccess: CodeDeploy へのフルアクセス権を付与します。

Note
AWSCodeDeployFullAccess は、Amazon EC2 や Amazon S3 などのアプリケーションをデプ
ロイするために必要な他のサービスの操作にアクセス権限を提供しません CodeDeploy。に固
有の操作にのみアクセス権限を提供します。
• AWSCodeDeployDeployerAccess: IAM ユーザーに対してリビジョンの登録およびデプロイを行うた
めのアクセス権を付与します。

• AWSCodeDeployReadOnlyAccess: CodeDeploy への読み取り専用アクセス権を付与します。

• AWSCodeDeployRole: CodeDeploy 次のことが可能になります。
• インスタンスのタグを読み取る、または Amazon EC2 Auto Scaling グループ名により Amazon EC2
インスタンスを識別する
• Amazon EC2 Auto Scaling グループ、ライフサイクルフック、スケーリングポリシー、ウォームプー
ルの機能の読み取り、作成、更新、削除を行う
• Amazon SNS トピックに情報を公開
• Amazon CloudWatch アラームに関する基本的な情報を取得
• Elastic Load Balancing サービスでのリソースの読み取りと更新
ポリシーには、次の規定が含まれます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"autoscaling:CompleteLifecycleAction",
"autoscaling:DeleteLifecycleHook",
"autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
"autoscaling:DescribeLifecycleHooks",
"autoscaling:PutLifecycleHook",
"autoscaling:RecordLifecycleActionHeartbeat",
"autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
"autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
"autoscaling:EnableMetricsCollection",
"autoscaling:DescribePolicies",
"autoscaling:DescribeScheduledActions",
"autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
"autoscaling:SuspendProcesses",
"autoscaling:ResumeProcesses",
"autoscaling:AttachLoadBalancers",
"autoscaling:AttachLoadBalancerTargetGroups",
"autoscaling:PutScalingPolicy",
"autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
"autoscaling:PutNotificationConfiguration",
"autoscaling:DescribeScalingActivities",
"autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
"autoscaling:PutWarmPool",
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"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeInstanceStatus",
"ec2:TerminateInstances",
"tag:GetResources",
"sns:Publish",
"cloudwatch:DescribeAlarms",
"cloudwatch:PutMetricAlarm",
"elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
"elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
"elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
"elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
"elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
"elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
"elasticloadbalancing:RegisterTargets",
"elasticloadbalancing:DeregisterTargets"

}

]

}

],
"Resource": "*"

• AWSCodeDeployRoleForLambda: CodeDeploy に AWS Lambda およびデプロイに必要なその他のリ
ソースへのアクセス許可を付与します。

• AWSCodeDeployRoleForECS: Amazon ECS CodeDeploy およびデプロイに必要なその他のリソースへ
のアクセス許可を付与します。

• AWSCodeDeployRoleForECSLimited: Amazon ECS CodeDeploy およびデプロイに必要なその他のリ
ソースへのアクセス許可を付与します。ただし、下記を例外とします。
• hooks AppSpec ファイルのセクションでは、名前が「」から始まる LambdaCodeDeployHook_ 関
数のみを使用できます。詳細については、「AppSpec Amazon ECS デプロイの「hooks」セクショ
ン (p. 414)」を参照してください。
• S3 バケットへのアクセスは、UseWithCodeDeploy の値の登録タグを持つ true で S3 バケットに
限定されます。詳細については、「オブジェクトのタグ付け」を参照してください。
•

AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited: CodeDeploy Amazon S3 CodeDeploy バケット内のオ
ブジェクトを取得および一覧表示する権限を付与します。ポリシーには、次の規定が含まれます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:GetObjectVersion",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*/CodeDeploy/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:GetObjectVersion"
],
"Resource": "*",
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]

}

}

"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:ExistingObjectTag/UseWithCodeDeploy": "true"
}
}

デプロイプロセスの一部に対するアクセス権限は、IAM ユーザーではなく、IAM ユーザーを代行する他の
2 つのロールタイプに付与されます。 CodeDeploy
• IAM インスタンスプロファイルは、Amazon EC2 インスタンスに添付する IAM ロールです。このプロ
ファイルには、アプリケーションが保存される Amazon S3 GitHub バケットまたはリポジトリへのアク
セスに必要な権限が含まれます。詳細については、「ステップ 4: Amazon EC2 インスタンスの IAM イ
ンスタンスプロファイルを作成する (p. 40)」を参照してください。
• サービスロールは、AWSサービスに許可を付与して、AWSリソースにアクセスできるようにする IAM
ロールです。サービスロールに添付するポリシーによって、どの AWS リソースにサービスがアクセス
できるか、およびそれらのリソースで何ができるかが決まります。 CodeDeployでは、サービスロール
は、以下の目的で使用されます。
• インスタンスに適用されているタグやインスタンスに関連付けられている Amazon EC2 Auto Scaling
グループ名を読み取ることができます。これにより CodeDeploy 、アプリケーションをデプロイでき
るインスタンスを識別できます。
• インスタンス、Amazon EC2 Auto Scaling グループ、および Elastic Load Balancing ロードバラン
サーでオペレーションを実行するには。
• 指定したデプロイまたはインスタンスイベントが発生したときに通知を送信できるように、Amazon
SNS トピックに情報を公開すること。
• CloudWatch がアラームに関する情報を取得して、デプロイのアラームモニタリングを設定します。
詳細については、「ステップ 2: CodeDeploy のサービスロールの作成 (p. 33)」を参照してください。
カスタム IAM ポリシーを作成して、 CodeDeployアクションとリソースのアクセス許可を付与することも
できます。こうしたカスタムポリシーは、該当するアクセス許可が必要な IAM ユーザーまたはグループに
添付できます。

CodeDeploy の管理ポリシーと通知
CodeDeploy は、デプロイへの重要な変更をユーザーに知らせるための通知をサポートしています。
CodeDeploy の管理ポリシーには、通知機能のポリシーステートメントが含まれます。詳細について
は、通知とは を参照してください。

フルアクセスマネージドポリシー内の通知へのアクセス許可
AWSCodeDeployFullAccess マネージドポリシーには、通知へのフルアクセスを許可する次のステート
メントが含まれています。このマネージドポリシーが適用されたユーザーは、Amazon SNS 通知関連ト
ピックの作成と管理、トピックへのユーザーの登録および登録解除、そして通知ルールのターゲットとし
て選択するトピックの一覧表示を行うことができます。
{

"Sid": "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codestar-notifications:CreateNotificationRule",
"codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
"codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
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"codestar-notifications:DeleteNotificationRule",
"codestar-notifications:Subscribe",
"codestar-notifications:Unsubscribe"

],
"Resource": "*",
"Condition" : {
"StringLike" : {"codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codedeploy:*"}
}
},
{
"Sid": "CodeStarNotificationsListAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codestar-notifications:ListNotificationRules",
"codestar-notifications:ListTargets",
"codestar-notifications:ListTagsforResource"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "CodeStarNotificationsSNSTopicCreateAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sns:CreateTopic",
"sns:SetTopicAttributes"
],
"Resource": "arn:aws:sns:*:*:codestar-notifications*"
},
{
"Sid": "SNSTopicListAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sns:ListTopics"
],
"Resource": "*"
}

読み取り専用マネージドポリシー内の通知へのアクセス許可
AWSCodeDeployReadOnlyAccess マネージドポリシーには、通知への読み取り専用アクセスを許可する
以下のステートメントが含まれています。このマネージドポリシーが適用されたユーザーは、リソースの
通知を表示することはできますが、リソースの作成や管理、リソースへのサブスクライブを行うことはで
きません。
{

"Sid": "CodeStarNotificationsPowerUserAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codestar-notifications:DescribeNotificationRule"
],
"Resource": "*",
"Condition" : {
"StringLike" : {"codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codedeploy:*"}
}
},
{
"Sid": "CodeStarNotificationsListAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codestar-notifications:ListNotificationRules"
],
"Resource": "*"
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詳細については、「AWS CodeStar Notifications の Identity and Access Management」を参照してくださ
い。

CodeDeploy AWS管理ポリシーの更新
AWSの管理ポリシーの更新に関する詳細を、 CodeDeploy このサービスがこれらの変更の追跡を開始した
以降の分について表示します。このページへの変更に関する自動通知を受けるには、 CodeDeploy ドキュ
メント履歴 (p. 482) の RSS フィードを購読してください。
変更

説明

AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited
s3:ListBucket アクション
マネージドポリシ - 既存のポリ
を s3:ExistingObjectTag/
シーへの更新
UseWithCodeDeploy 条件を含
むポリシーステートメントから
削除しました。

日付
2021 年 11 月 22 日

このポリシーの詳細について
は、AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited
を参照してください。
AWSCodeDeployRole マネージ Blue/Green Deployments に
ドポリシ - 既存のポリシーへの更 関して Amazon EC2 Auto
Scaling グループへのウォーム
新
プールの追加をサポートする
autoscaling:PutWarmPool
アクションが追加されました。

2021年5月18日

不要な重複アクションを削除し
ました。
CodeDeploy は変更の追跡を開始
しました

CodeDeploy AWSが管理ポリ
シーの変更の追跡を開始しまし
た。

2021年5月18日

AWS CodeDeploy アイデンティティベースポリシーの
例
デフォルトでは、IAM ユーザーおよびロールには、 CodeDeploy リソースを作成または変更するアクセス
許可はありません。AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API を使用してタスクを実行す
ることもできません。IAM 管理者は、必要な指定されたリソースに対して API オペレーションを実行する
ためのアクセス許可をユーザーとロールに付与する IAM ポリシーを作成する必要があります。続いて管理
者は、それらのアクセス許可を必要とする ユーザーまたはグループにそのポリシーを添付する必要があり
ます。
これらの JSON ポリシードキュメント例を使用して IAM のアイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、IAM ユーザーガイドの「JSON タブでのポリシーの作成」を参照してください。
では CodeDeploy、アイデンティティベースのポリシーは、デプロイプロセスに関連するさまざまなリ
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。次のリソースタイプへのアクセスをコント
ロールできます。
• アプリケーションおよびアプリケーションリビジョン。
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• デプロイ。
• デプロイ設定。
• インスタンスとオンプレミスインスタンス。
リソースポリシーによって制御される機能は、次の表にあるように、リソースタイプによって異なりま
す。
リソースタイプ

機能

すべて

リソースの詳細の閲覧および一覧表示

アプリケーション

リソースの作成

デプロイ設定

リソースの削除

デプロイグループ
デプロイ

デプロイの作成
デプロイの停止

アプリケーションリビジョン

アプリケーションリビジョンの登録

アプリケーション

リソースの更新

デプロイグループ
オンプレミスインスタンス

インスタンスにタグを追加する
インスタンスからタグを削除する
インスタンスを登録する
インスタンスを登録解除する

次の例では、us-west-2 リージョンの WordPress_App という名前のアプリケーションに関連付けられ
ている WordPress_DepGroup という名前のデプロイグループを削除することをユーザーに許可するアク
セス許可ポリシーを示しています。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement" : [
{
"Effect" : "Allow",
"Action" : [
"codedeploy:DeleteDeploymentGroup"
],
"Resource" : [
"arn:aws:codedeploy:us-west-2:444455556666:deploymentgroup:WordPress_App/
WordPress_DepGroup"
]
}
]
}

トピック
• カスタマーマネージドポリシーの例 (p. 384)
• ポリシーのベストプラクティス (p. 385)
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• CodeDeploy コンソールを使用する (p. 386)
• ユーザーが自分の許可を表示できるようにする (p. 386)

カスタマーマネージドポリシーの例
このセクションでは、 CodeDeploy さまざまなアクションのアクセス権限を付与するユーザーポリシー例
を示しています。これらのポリシーは、 CodeDeploy API、AWS SDK、または AWS CLI の使用時に適用
されます。コンソールで実行するアクションには、追加のアクセス許可を付与する必要があります。コン
ソールアクセス許可の付与の詳細については、「 CodeDeploy コンソールを使用する (p. 386)」を参照し
てください。

Note
例はすべて、米国西部 (オレゴン) リージョン (us-west-2) を使用し、架空のアカウント ID を使
用しています。
例
• 例 1: CodeDeploy ユーザーに単一リージョンでオペレーションを実行することを許可する (p. 384)
• 例 2: ユーザーに単一のアプリケーションへのリビジョンの登録を許可する (p. 384)
• 例 3: ユーザーに単一のデプロイグループへのデプロイの作成を許可する (p. 385)

例 1: CodeDeploy ユーザーに単一リージョンでオペレーションを実行することを
許可する
次の例では、 CodeDeploy us-west-2オペレーションをリージョンでのみ実行するアクセス許可を付与し
ます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement" : [
{
"Effect" : "Allow",
"Action" : [
"codedeploy:*"
],
"Resource" : [
"arn:aws:codedeploy:us-west-2:444455556666:*"
]
}
]

例 2: ユーザーに単一のアプリケーションへのリビジョンの登録を許可する
次の例では、us-west-2 リージョンの Test で始まるすべてのアプリケーションのアプリケーションリ
ビジョンを登録するアクセス許可を付与します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement" : [
{
"Effect" : "Allow",
"Action" : [
"codedeploy:RegisterApplicationRevision"
],
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}

]

}

"Resource" : [
"arn:aws:codedeploy:us-west-2:444455556666:application:Test*"
]

例 3: ユーザーに単一のデプロイグループへのデプロイの作成を許可する
次の例では、指定したユーザーに対して、アプリケーション (WordPress_App) に関連付けられたデプロ
イグループ (WordPress_DepGroup) のデプロイ、カスタムデプロイ設定 (ThreeQuartersHealthy)、
およびアプリケーション (WordPress_App) に関連付けられたアプリケーションリビジョンを作成するこ
とを許可します。これらのリソースはすべて us-west-2 リージョンにあります。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement" : [
{
"Effect" : "Allow",
"Action" : [
"codedeploy:CreateDeployment"
],
"Resource" : [
"arn:aws:codedeploy:us-west-2:444455556666:deploymentgroup:WordPress_App/
WordPress_DepGroup"
]
},
{
"Effect" : "Allow",
"Action" : [
"codedeploy:GetDeploymentConfig"
],
"Resource" : [
"arn:aws:codedeploy:us-west-2:444455556666:deploymentconfig:ThreeQuartersHealthy"
]
},
{
"Effect" : "Allow",
"Action" : [
"codedeploy:GetApplicationRevision"
],
"Resource" : [
"arn:aws:codedeploy:us-west-2:444455556666:application:WordPress_App"
]
}
]
}

ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、 CodeDeploy ユーザーのアカウント内のリソースを誰かが作成、アクセス、また
は削除できるどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追加料金が発
生する可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下の
ガイドラインと推奨事項に従ってください。
• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。
API バージョン 2014-10-06
385

AWS CodeDeploy ユーザーガイド
アイデンティティベースポリシーの例

• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。
• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可す
ることもできます。詳細については、[IAM User Guide] (IAM ユーザーガイド) の [IAM JSON policy
elements: Condition] (IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。
• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。
• 多要素認証 (MFA) を要求する – アカウントで IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナリオ
がある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び出さ
れるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM ユー
ザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。
IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベ
ストプラクティス」を参照してください。

CodeDeploy コンソールを使用する
CodeDeploy コンソールを使用する場合は、AWSアカウントのその他のAWSリソースを記述できる最低限
のアクセス許可が必要です。 CodeDeploy CodeDeploy コンソールでを使用するには、次のサービスから
のアクセス許可が必要です。
• Amazon EC2 Auto Scaling
• AWS CodeDeploy
• Amazon Elastic Compute Cloud
• Elastic Load Balancing
• AWS Identity and Access Management
• Amazon Simple Storage Service
• Amazon Simple Notification Service
• アマゾン CloudWatch
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、そ
の IAM ポリシーを使用するユーザーに対してコンソールは意図したとおりには機能しません。
「」で説明されているとおり、 CodeDeploy ユーザーがコンソールを使用できること、およ
び、AWSCodeDeployReadOnlyAccess管理ポリシーがユーザーにアタッチされていることを確認してく
ださい CodeDeploy の AWS マネージド (事前定義) ポリシー (p. 377)。
AWS CLIまたは CodeDeploy API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソール許可を付与する必要
はありません。

ユーザーが自分の許可を表示できるようにする
この例では、ユーザーアイデンティティに添付されたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM
ユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS
CLI か AWS API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ViewOwnUserInfo",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetUserPolicy",
"iam:ListGroupsForUser",
"iam:ListAttachedUserPolicies",
"iam:ListUserPolicies",
"iam:GetUser"
],
"Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
},
{
"Sid": "NavigateInConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetPolicy",
"iam:ListAttachedGroupPolicies",
"iam:ListGroupPolicies",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:ListPolicies",
"iam:ListUsers"
],
"Resource": "*"
}
]

AWS CodeDeploy Identity and Access のトラブル
シューティング
次の情報は、と IAM CodeDeploy の使用に伴って発生する可能性がある一般的な問題の診断や修復に役立
ちます。
トピック
• iam を実行する権限がない:PassRole (p. 387)
• アクセスキーを表示したい (p. 388)
• 管理者としてへのアクセスを他のユーザーに許可したい CodeDeploy (p. 388)
• AWS アカウント以外の人が私の CodeDeploy リソースにアクセスできるようにしたい (p. 388)

iam を実行する権限がない:PassRole
iam:PassRole アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して
CodeDeploy にロールを渡すことができるようにする必要があります。
一部の AWS のサービス では、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成せず
に、既存のロールをサービスに渡すことが許可されています。そのためには、サービスにロールを渡す許
可が必要です。
以下の例のエラーは、 marymajor という IAM ユーザーがコンソールを使用して CodeDeploy でアクショ
ンを実行しようする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サービス
ロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡す許可がありません。
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User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。
サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

アクセスキーを表示したい
IAM ユーザーアクセスキーを作成した後は、いつでもアクセスキー ID を表示できます。ただし、シーク
レットアクセスキーを再表示することはできません。シークレットアクセスキーを紛失した場合は、新し
いキーペアを作成する必要があります。
アクセスキーは、アクセスキー ID (例: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) とシークレットアクセスキー (例:
wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY) の 2 つの部分から構成されています。ユーザー名
とパスワードと同様に、リクエストを認証するために、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーの両
方を使用する必要があります。ユーザー名とパスワードと同様に、アクセスキーを安全に管理してくださ
い。

Important
正規のユーザー ID を確認するためであっても、アクセスキーをサードパーティーに提供しないで
ください。提供すると、第三者がアカウントへの永続的なアクセスを取得する場合があります。
アクセスキーペアを作成する場合、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーを安全な場所に保存す
るように求めるプロンプトが表示されます。このシークレットアクセスキーは、作成時にのみ使用できま
す。シークレットアクセスキーを紛失した場合、IAM ユーザーに新しいアクセスキーを追加する必要があ
ります。アクセスキーは最大 2 つまで持つことができます。既に 2 つある場合は、新しいキーペアを作成
する前に、いずれかを削除する必要があります。手順を表示するには、「IAM ユーザーガイド」の「アク
セスキーの管理」を参照してください。

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

AWS アカウント以外の人が私の CodeDeploy リソースにアクセ
スできるようにしたい
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースにアクセスするために使用できるロールを
作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリ
シーまたはアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リ
ソースへのアクセスを付与できます。
詳細については、以下を参照してください。
• CodeDeploy でこれらの機能がサポートされるかどうかを確認するには、「」を参照してくださいAWS
CodeDeploy と IAM の連携について (p. 374)。
API バージョン 2014-10-06
388

AWS CodeDeploy ユーザーガイド
CodeDeploy の許可に関するリファレンス

• 所有している AWS アカウント 全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM ユー
ザーガイド」の「所有している別の AWS アカウント アカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提
供」を参照してください。
• サードパーティーの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM
ユーザーガイド」の「第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する」を参照してくだ
さい。
• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「外部で
認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可」を参照してください。
• クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いの詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してくださ
い。

CodeDeploy の許可に関するリファレンス
アクセスをセットアップし、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
るアクセス権限ポリシーを作成する際、以下の表をリファレンスとして使用できます。この表には、各
CodeDeploy API オペレーション、アクションを実行するためのアクセス許可を付与できるアクション、
およびアクセス許可を付与するためのリソース ARN の形式が示されています。アクションは、ポリシー
の Action フィールドで指定します。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。
AWS CodeDeploy ポリシーで全体の条件キーを使用して、条件を表現できます。AWS 全体を対象とする
すべてのキーのリストについては、IAM ユーザーガイドの利用可能なキーを参照してください。
アクションを指定するには、API オペレーション名 (例えば、codedeploy: や
codedeploy:GetApplication) の前に codedeploy:CreateApplication 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": ["codedeploy:action1", "codedeploy:action2"])。
ワイルドカード文字の使用
ARN でワイルドカード文字 (*) を使用して、複数のアクションまたはリソースを指定できます。た
とえば、は、codedeploy:* CodeDeploy codedeploy:Get*すべてのアクションを指定し、は、
CodeDeploy という単語で始まるすべてのアクションを指定しますGet。次の例では、West で始まり、名
前が Test で始まるアプリケーションに関連付けられている名前を持つすべてのデプロイグループにアク
セス権限を付与します。
arn:aws:codedeploy:us-west-2:444455556666:deploymentgroup:Test*/West*

表に表示されている次のリソースでワイルドカードを使用できます。
• application-name
• deployment-group-name
• deployment-configuration-name
• instance-ID
ワイルドカードは region または account-id では使用できません。ワイルドカードの詳細について
は、IAM ユーザーガイドの IAM ID を参照してください。

Note
各アクションの ARN ではリソースの後にコロン (:) が続きます。また、リソースの後にスラッ
シュ (/) を使用できます。詳細については、ARNCodeDeploy の例を参照してください。
CodeDeploy API オペレーションおよびアクションに必要な許可
API バージョン 2014-10-06
389

AWS CodeDeploy ユーザーガイド
CodeDeploy の許可に関するリファレンス

AddTagsToOnPremisesInstances
アクション: codedeploy:AddTagsToOnPremisesInstances
1 つ以上のオンプレミスインスタンスにタグを追加するために必要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:instance/instance-ID
BatchGetApplicationRevisions
アクション: codedeploy:BatchGetApplicationRevisions
IAM ユーザーに関連付けられた複数のアプリケーションリビジョンに関する情報を取得するために必
要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:application:application-name
BatchGetApplications
アクション: codedeploy:BatchGetApplications
IAM ユーザーに関連付けられた複数のアプリケーションに関する情報を取得するために必要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:application:*
BatchGetDeploymentGroups
アクション: codedeploy:BatchGetDeploymentGroups
IAM ユーザーに関連付けられた複数のデプロイグループに関する情報を取得するために必要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:deploymentgroup:applicationname/deployment-group-name
BatchGetDeploymentInstances
アクション: codedeploy:BatchGetDeploymentInstances
デプロイグループの一部である 1 つ以上のインスタンスに関する情報を取得するために必要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:deploymentgroup:applicationname/deployment-group-name
BatchGetDeployments
アクション: codedeploy:BatchGetDeployments
IAM ユーザーに関連付けられた複数のデプロイに関する情報を取得するために必要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:deploymentgroup:applicationname/deployment-group-name
BatchGetOnPremisesInstances
アクション: codedeploy:BatchGetOnPremisesInstances
1 つ以上のオンプレミスインスタンスに関する情報を取得するために必要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:*
ContinueDeployment
アクション: codedeploy:ContinueDeployment
Blue/Green デプロイ中、Elastic Load Balancing ロードバランサーを使用して、置き換え先環境での
インスタンス登録を開始するために必要です。
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リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:deploymentgroup:applicationname/deployment-group-name
CreateApplication
アクション: codedeploy:CreateApplication
IAM ユーザーに関連付けられたアプリケーションを作成するために必要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:application:application-name
CreateDeployment¹
アクション: codedeploy:CreateDeployment
IAM ユーザーに関連付けられたアプリケーションのデプロイを作成するために必要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:deploymentgroup:applicationname/deployment-group-name
CreateDeploymentConfig
アクション: codedeploy:CreateDeploymentConfig
IAM ユーザーに関連付けられたカスタムデプロイ設定を作成するために必要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:deploymentconfig/deploymentconfiguration-name
CreateDeploymentGroup
アクション: codedeploy:CreateDeploymentGroup
IAM ユーザーに関連付けられたアプリケーションのデプロイグループを作成するために必要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:deploymentgroup:applicationname/deployment-group-name
DeleteApplication
アクション: codedeploy:DeleteApplication
IAM ユーザーに関連付けられたアプリケーションを削除するために必要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:application:application-name
DeleteDeploymentConfig
アクション: codedeploy:DeleteDeploymentConfig
IAM ユーザーに関連付けられたカスタムデプロイ設定を削除するために必要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:deploymentconfig/deploymentconfiguration-name
DeleteDeploymentGroup
アクション: codedeploy:DeleteDeploymentGroup
IAM ユーザーに関連付けられたアプリケーションのデプロイグループを削除するために必要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:deploymentgroup:applicationname/deployment-group-name
DeregisterOnPremisesInstance
アクション: codedeploy:DeregisterOnPremisesInstance
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オンプレミスインスタンスを登録解除するために必要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:instance/instance-ID
GetApplication
アクション: codedeploy:GetApplication
IAM ユーザーに関連付けられた単一のアプリケーションに関する情報を取得するために必要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:application:application-name
GetApplicationRevision
アクション: codedeploy:GetApplicationRevision
IAM ユーザーに関連付けられたアプリケーションの単一のアプリケーションのリビジョンに関する情
報を取得するために必要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:application:application-name
GetDeployment
アクション: codedeploy:GetDeployment
IAM ユーザーに関連付けられたアプリケーションのデプロイグループへの単一のデプロイに関する情
報を取得するために必要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:deploymentgroup:applicationname/deployment-group-name
GetDeploymentConfig
アクション: codedeploy:GetDeploymentConfig
IAM ユーザーに関連付けられた単一のデプロイ設定に関する情報を取得するために必要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:deploymentconfig/deploymentconfiguration-name
GetDeploymentGroup
アクション: codedeploy:GetDeploymentGroup
IAM ユーザーに関連付けられたアプリケーションの単一のデプロイグループに関する情報を取得する
ために必要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:deploymentgroup:applicationname/deployment-group-name
GetDeploymentInstance
アクション: codedeploy:GetDeploymentInstance
IAM ユーザーに関連付けられたデプロイの単一のインスタンスに関する情報を取得するために必要で
す。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:deploymentgroup:applicationname/deployment-group-name
GetOnPremisesInstance
アクション: codedeploy:GetOnPremisesInstance
単一のオンプレミスインスタンスに関する情報を取得するために必要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:instance/instance-ID
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ListApplicationRevisions
アクション: codedeploy:ListApplicationRevisions
IAM ユーザーに関連付けられたアプリケーションのすべてのアプリケーションリビジョンに関する情
報を取得するために必要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:application:*
ListApplications
アクション: codedeploy:ListApplications
IAM ユーザーに関連付けられたすべてのアプリケーションに関する情報を取得するために必要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:application:*
ListDeploymentConfigs
アクション: codedeploy:ListDeploymentConfigs
IAM ユーザーに関連付けられたすべてのデプロイ設定に関する情報を取得するために必要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:deploymentconfig/*
ListDeploymentGroups
アクション: codedeploy:ListDeploymentGroups
IAM ユーザーに関連付けられたアプリケーションのすべてのデプロイグループに関する情報を取得す
るために必要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:deploymentgroup:applicationname/*
ListDeploymentInstances
アクション: codedeploy:ListDeploymentInstances
IAM ユーザーまたは AWS アカウントに関連付けられたデプロイのすべてのインスタンスに関する情
報を取得するために必要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:deploymentgroup:applicationname/deployment-group-name
ListDeployments
アクション: codedeploy:ListDeployments
IAM ユーザーに関連付けられたデプロイグループへのすべてのデプロイに関する情報を取得する、ま
たはすべてのデプロイを IAM ユーザーや AWS アカウントに関連付けるために必要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:deploymentgroup:applicationname/deployment-group-name
ListGitHubAccountTokenNames
アクション: codedeploy:ListGitHubAccountTokenNames
GitHubアカウントへの保存された接続の名前のリストを取得するのに必要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:*
ListOnPremisesInstances
アクション: codedeploy:ListOnPremisesInstances
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1 つ以上のオンプレミスインスタンス名のリストを取得するために必要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:*
RegisterApplicationRevision
アクション: codedeploy:RegisterApplicationRevision
IAM ユーザーに関連付けられたアプリケーションのアプリケーションリビジョンに関する情報を登録
するために必要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:application:application-name
RegisterOnPremisesInstance
アクション: codedeploy:RegisterOnPremisesInstance
でオンプレミスインスタンスを登録するために必要です CodeDeploy。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:instance/instance-ID
RemoveTagsFromOnPremisesInstances
アクション: codedeploy:RemoveTagsFromOnPremisesInstances
1 つ以上のオンプレミスインスタンスからタグを削除するために必要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:instance/instance-ID
SkipWaitTimeForInstanceTermination
アクション: codedeploy:SkipWaitTimeForInstanceTermination
指定された待機時間をオーバーライドし、Blue/Green デプロイでトラフィックが正常にルーティング
した直後に元の環境でインスタンスの削除を開始するために必要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:instance/instance-ID
StopDeployment
アクション: codedeploy:StopDeployment
IAM ユーザーに関連付けられたアプリケーションのデプロイグループへの進行中のデプロイを停止す
るために必要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:deploymentgroup:applicationname/deployment-group-name
UpdateApplication³
アクション: codedeploy:UpdateApplication
IAM ユーザーに関連付けられたアプリケーションに関する情報を変更するために必要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:application:application-name
UpdateDeploymentGroup³
アクション: codedeploy:UpdateDeploymentGroup
IAM ユーザーに関連付けられたアプリケーションで単一のデプロイグループに関する情報を変更する
ために必要です。
リソース: arn:aws:codedeploy:region:account-id:deploymentgroup:applicationname/deployment-group-name
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CreateDeployment アクセス許可を指定する場合は、デプロイ設定および GetDeploymentConfig
の GetApplicationRevision アクセス許可、またはアプリケーションリビジョンへの
RegisterApplicationRevision アクセス許可も指定する必要があります。
ListDeployments 特定のデプロイグループを指定する場合には有効ですが、IAM ユーザーに関連付けら
れたすべてのデプロイを一覧表示する場合には有効ではありません。
UpdateApplication については、古いアプリケーション名と新しいアプリケーション名の両方
に対する UpdateApplication アクセス許可が必要です。デプロイグループの名前の変更を伴う
UpdateDeploymentGroup アクションの場合、古いデプロイグループ名と新しいデプロイグループ名の
両方に対する UpdateDeploymentGroup アクセス許可が必要です。

サービス間の混乱した代理の防止
混乱した代理問題とは、アクションを実行する許可を持たないエンティティが、より高い特権を持つエン
ティティにそのアクションの実行を強制できるというセキュリティ問題です。AWS では、サービス間で
のなりすましが、混乱した代理問題を生じさせることがあります。サービス間でのなりすましは、1 つの
サービス (呼び出し元サービス) が、別のサービス (呼び出し対象サービス) を呼び出すときに発生する可
能性があります。呼び出し元サービスは、本来ならアクセスすることが許可されるべきではない方法でそ
の許可を使用して、別の顧客のリソースに対する処理を実行するように操作される場合があります。これ
を防ぐために AWS では、顧客のすべてのサービスのデータを保護するのに役立つツールを提供していま
す。これには、アカウントのリソースへのアクセス権が付与されたサービスプリンシパルを使用します。
CodeDeploy リソースに別のサービスを与える権限を制限するには、リソースポリシーで aws:SourceArn
と aws:SourceAccount グローバル条件コンテキストキーを使用することをお勧めします。同じポ
リシーステートメントでこれらのグローバル条件コンテキストキーの両方を使用し、アカウント ID
にaws:SourceArn の値が含まれていない場合、aws:SourceAccount 値と aws:SourceArn 値の中
のアカウントには、同じアカウント ID を使用する必要があります。クロスサービスのアクセスにリソー
スを 1 つだけ関連付けたい場合は、aws:SourceArn を使用します。クロスサービスが使用できるよう
に、aws:SourceAccountアカウント内の任意のリソースを関連づけたい場合は、を使用します。
の値には、IAM CodeDeploy CodeDeploy ロールを引き受けることができるデプロイグループ
ARNaws:SourceArn を含める必要があります。
混乱した代理問題から保護するための最も効果的な方法は、リソースの完全な ARNaws:SourceArn を指
定してキーを使用することです。完全な ARN が分からない場合や、複数のリソースを指定する場合は、
未知部分にワイルドカード文字 (*) を使用します。
次の例では、aws:SourceArnaws:SourceAccountでおよびグローバル条件コンテキストキーを使用し
て、との混乱した代理問題を回避する方法を示します CodeDeploy。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "codedeploy.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "123456789012"
},
"StringLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:codedeploy:useast-1:123456789012:deploymentgroup:myApplication/*"
}
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}

]

}

}

でのログ記録とモニタリング CodeDeploy
このセクションでは、 CodeDeploy でのモニタリング、ログ記録、およびインシデントへの対応の概要に
ついて説明します。

とのすべてのインタラクションの監査 CodeDeploy
CodeDeploy はAWS CloudTrail、サービスと連携しています。このサービスは CodeDeploy AWSアカ
ウントで API コールを取得し、指定した S3 バケットにログファイルを配信するものです。 CloudTrail
CodeDeploy コンソール、 CodeDeploy を通したコマンドAWS CLI、または API からの CodeDeploy API
コールを直接キャプチャします。で収集された情報を使用して CloudTrail、どのリクエストが行われたか
CodeDeploy、リクエスト元の出典 IP アドレス、リクエスト送信者、リクエスト日時などの詳細を確認で
きます。詳細については CloudTrail、『AWS CloudTrailユーザーガイド』の「 CloudTrailログファイルの
操作」を参照してください。
CodeDeploy デプロイで作成されたログデータを表示するには、 CloudWatch CloudWatch コンソールに集
約データを表示するようにログエージェントを設定してコンソールに集約データを表示するか、インスタ
ンスにサインインしてログファイルを確認します。詳細については、Logs CodeDeploy CloudWatch コン
ソールでログを表示するを参照してください。

アラートと障害管理
Amazon CloudWatch Events を使用して、 CodeDeploy オペレーション内のインスタンスまたはデプロ
イ (「イベント」) のステートにおける変化を検出して対処できます。次に、作成したルールに基づいて、
CloudWatch Events はデプロイまたはインスタンスが、ルールで指定した状態になると、1 つ以上のター
ゲットアクションを呼び出します。状態変更のタイプに応じて、通知を送信、状態情報を取得し、修正作
業またはその他のアクションを取ることができます。 CloudWatch CodeDeploy オペレーションの一部と
してEvents を使用している場合は、次のタイプのターゲットを選択できます。
• AWS Lambda 関数
• Kinesis Streams
• Amazon SQS SQS キュー
• 組み込みターゲット (CloudWatch アラームアクション)
• Amazon SNS トピック
次にユースケースをいくつか示します。
• Lambda 機能を使用して、デプロイが失敗するたびに Slack チャネルに通知を配信します。
• Kinesis ストリームにデプロイまたはインスタンスのデータをプッシュして、包括的でリアルタイムの状
態モニタリングをサポートします。
• CloudWatch アラームアクションを使用して、指定したデプロイやインスタンスイベントが発生したと
きに、EC2 インスタンスを自動的に停止、終了、再起動、復旧します。
詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch イベントとは」を参照し
てください。
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AWS CodeDeploy のコンプライアンス検証
サードパーティーの監査者は、複数の AWS CodeDeploy コンプライアンスプログラムの一
環として AWS のセキュリティとコンプライアンスを評価します。これらのプログラムに
は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA などが含まれます。
特定のコンプライアンスプログラムの対象となる AWS サービスのリストについては、「コンプライアン
スプログラムによる対象範囲内のサービス 」を参照してください。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 でレポートをダウンロードする」を参照してください。
CodeDeploy を使用する際のお客様のコンプライアンス責任は、お客様のデータの機密性や貴社のコンプ
ライアンス目的、適用可能な法律および規制によって決定されます。 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 & コンプライアンス クイックリファレンスガイド」– これらのデプロイガイドには、
アーキテクチャ上の考慮事項の説明と、AWS で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
ライン環境をデプロイするためのステップが記載されています。
• 「Architecting for HIPAA security and compliance」ホワイトペーパー - このホワイトペーパーは、企業
が AWS を使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法について説明します。
• AWS コンプライアンスのリソース – このワークブックおよびガイドのコレクションは、お客様の業界と
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「Evaluating resources with rules」(ルールによるリソースの評
価) - AWS Config サービスは、リソース設定が社内の慣行、業界のガイドライン、および規制にどの程
度準拠しているかを評価します。
• AWS Security Hub：この AWS のサービスでは、AWS 内のセキュリティ状態を包括的に表示してお
り、セキュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠を確認するのに役立ちます。

AWS CodeDeploy 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Connectされている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラ
ビリティーゾーンでは、ゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバーするアプリケーションと
データベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の単一または複
数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れています。
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 CodeDeploy 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である AWS CodeDeploy は、ホワイトペーパー「Amazon Web Services のセキュリ
ティプロセスの概要」に記載されている AWS グローバルネットワークセキュリティの手順で保護されて
います。
AWSが発行している API 呼び出しを使用して、 CodeDeploy ネットワーク経由でにアクセスします。ク
ライアントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS1.2以降
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が推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman
(ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされ
ている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされ
ています。
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。
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リファレンス
のリファレンス。
トピック
• CodeDeploy AppSpec ファイルリファレンス (p. 399)
• CodeDeploy エージェント設定リファレン (p. 432)
• AWS CloudFormationCodeDeploy リファレンスのテンプレート (p. 435)
• を使用する CodeDeploy Amazon Virtual Private Cloud (p. 437)
• CodeDeploy リソースキット参照 (p. 440)
• CodeDeploy 限界 (p. 445)

CodeDeploy AppSpec ファイルリファレンス
このセクションは参照のみを目的としています。の概念的な概要については AppSpec ファイル、参
照Application Specification Files (p. 30)。
アプリケーション仕様ファイル (AppSpec ファイル) はYAMLで使用されている-Green 形式または JSON
形式ファイル CodeDeploy デプロイメントを管理します。

Note
- AppSpec EC2/オンプレミスのデプロイ向けファイルの名前を指定する必要がありま
すappspec.ymlまたはappspec.yaml、ローカル展開を実行している場合を除きます。詳細に
ついては、「ローカルのデプロイの作成 (p. 347)」を参照してください。
トピック
• AppSpec Amazon ECS コンピューティングプラットフォーム上のファイル (p. 399)
• AppSpec 上のファイルAWS Lambdaコンピュートプラットフォーム (p. 400)
• AppSpec EC2/オンプレミスのコンピューティングプラットフォーム上のファイル (p. 400)
• AppSpec ファイル構造 (p. 400)
• AppSpec ファイルの例 (p. 427)
• AppSpec ファイルの間隔 (p. 431)
• 検証する AppSpec ファイルおよびファイルの場所 (p. 432)

AppSpec Amazon ECS コンピューティングプラット
フォーム上のファイル
Amazon ECS コンピューティングプラットフォームアプリケーションでは、 AppSpec ファイルはによっ
て使用されています CodeDeploy 決定するには:
• Amazon ECS タスク定義ファイル これは、の ARN でTaskDefinitionの指示 AppSpec ファイル。
• 置き換えタスクのコンテナとポートは、Application Load Balancer または Network Load Balancer
がデプロイ中にトラフィックを再ルーティングする場所を設定します。これはで指定されま
すLoadBalancerInfoの指示 AppSpec ファイル。
• サービスが実行されるプラットフォームのバージョン、そのサブネット、およびそのセキュリティグ
ループなどの、Amazon ECS サービスに関するオプション情報。
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• Amazon ECS のデプロイ中、ライフサイクルイベントに応じたフック中に実行される、オプショ
ンの Lambda 関数。詳細については、「AppSpec Amazon ECS デプロイの「hooks」セクショ
ン (p. 414)」を参照してください。

AppSpec 上のファイルAWS Lambdaコンピュートプ
ラットフォーム
にとってAWSLambda コンピューティングプラットフォームアプリケーション、 AppSpec ファイルはに
よって使用されています CodeDeploy 決定するには:
• デプロイする Lambda 関数のバージョン。
• 検証テストとして使用する Lambda 関数。
An AppSpec ファイルは、YAML 形式または JSON 形式とすることができます。の内容を入力することも
できます AppSpec 直接ファイルへ CodeDeploy デプロイ作成時のコンソール。

AppSpec EC2/オンプレミスのコンピューティングプ
ラットフォーム上のファイル
アプリケーションで EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォームを使用している場合、
AppSpec file という名前の YAML 形式のファイルでなければなりませんappspec.ymlまた、アプリケー
ションのソースコードのディレクトリ構造のルートに配置する必要があります。それ以外の場合、デプロ
イは失敗します。次で使用されます CodeDeploy 決定するには:
• Amazon S3 のアプリケーションリビジョンからインスタンスにインストールする必要があるもの
GitHub。
• デプロイライフサイクルイベントに応じて実行するライフサイクルイベントフック。
完了したら AppSpec ファイルをバンドルし、デプロイするコンテンツとともに、アーカイブファイル
(zip、tar、または圧縮 tar) にバンドルします。詳細については、「CodeDeploy のアプリケーションリビ
ジョンの操作 (p. 301)」を参照してください。

Note
tar および圧縮 tar アーカイブファイル形式 (.tar および .tar.gz) は、Windows Server インスタン
スではサポートされていません。
バンドルされたアーカイブファイル（で知られる）ができたら CodeDeploy としてリビジョン) をクリッ
クし、Amazon S3 バケットまたは Git リポジトリにアップロードします。次に使用する CodeDeploy リビ
ジョンをデプロイする。手順については、「CodeDeploy を使用してデプロイを作成する (p. 318)」を参照
してください。
EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォームのデプロイの appspec.yml は、リビジョンのルー
トディレクトリに保存されます。詳細については、EC2/オンプレミスデプロイ向けに AppSpec ファイル
を追加する (p. 306) および CodeDeploy のリビジョンを計画する (p. 301) を参照してください。

AppSpec ファイル構造
以下は、の構造の大まかなものです AppSpec へのデプロイに使用されるファイルAWSLambda と EC2/オ
ンプレミスコンピューティングプラットフォーム。
YAML 形式の値 AppSpec 文字列であるファイルは、別途指定されている場合を除き、引用符 (「」) で囲
んではいけません。
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AppSpec Amazon ECS デプロイのファイル構造
Note
これ AppSpec file は YAML で記述されますが、同じ構造を使用して JSON で記述することもでき
ます。JSON 形式の文字列 AppSpec ファイルは常に引用符 (「」) で囲みます。
version: 0.0
resources:
ecs-service-specifications
hooks:
deployment-lifecycle-event-mappings

この構造の説明
バージョン
このセクションでは、のバージョンを指定します AppSpec ファイル。この値を変更しないでくださ
い。この値は必須です。現在許容されている値は、0.0 のみです。で予約されています CodeDeploy
future 利用のためにです。
文字列で version を指定します。
リソース
このセクションでは、デプロイする Amazon ECS アプリケーションに関する情報を指定します。
詳細については、「 AppSpec Amazon ECS デプロイ用の「resources」セクション (p. 407)」を参
照してください。
hooks
このセクションでは、デプロイ検証のために特定のデプロイライフサイクルイベントフックで実行す
る、Lambda 関数を指定します。
詳細については、「Amazon ECS のデプロイ向けのライフサイクルイベントフックのリス
ト (p. 414)」を参照してください。

AppSpec のファイル構造AWSLambda のデプロイ
Note
これ AppSpec file は YAML で記述されますが、同じ構造を使用して AppSpec JSON 形式の
Lambda デプロイ用ファイル。JSON 形式の文字列 AppSpec ファイルは常に引用符 (「」) で囲み
ます。
version: 0.0
resources:
lambda-function-specifications
hooks:
deployment-lifecycle-event-mappings

この構造の説明
バージョン
このセクションでは、のバージョンを指定します AppSpec ファイル。この値を変更しないでくださ
い。この値は必須です。現在許容されている値は、0.0 のみです。で予約されています CodeDeploy
future 利用のためにです。
文字列で version を指定します。
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リソース
このセクションでは、デプロイする Lambda 関数に関する情報を指定します。
詳細については、「 AppSpec 「resources」セクション (Amazon ECS とAWS Lambdaデプロイメン
トのみ) (p. 406)」を参照してください。
hooks
このセクションでは、デプロイを検証するために特定のデプロイライフサイクルイベントで実行する
Lambda 関数を指定します。
詳細については、「AppSpec 「hook」セクション (p. 414)」を参照してください。

AppSpec EC2/オンプレミスのデプロイ向けファイル構造
version: 0.0
os: operating-system-name
files:
source-destination-files-mappings
permissions:
permissions-specifications
hooks:
deployment-lifecycle-event-mappings

この構造の説明
バージョン
このセクションでは、のバージョンを指定します AppSpec ファイル。この値を変更しないでくださ
い。この値は必須です。現在許容されている値は、0.0 のみです。で予約されています CodeDeploy
future 利用のためにです。
文字列で version を指定します。
os
このセクションでは、デプロイ先であるインスタンスのオペレーティングシステムの値を指定しま
す。この値は必須です。次の値を指定できます。
• linux— インスタンスは Amazon Linux、Ubuntu Server、RHEL インスタンスです。
• windows— インスタンスは Windows Server インスタンスです。
文字列で os を指定します。
files
このセクションでは、デプロイの Install イベント中に、インスタンスにコピーするファイル名を指定
します。
詳細については、「AppSpec 「ファイル」セクション (EC2/オンプレミスのデプロイの
み) (p. 403)」を参照してください。
アクセス権限
このセクションでは、インスタンスへのコピー中に特別なアクセス権限をファイルの files セクショ
ンに適用する方法を指定します。このセクションは、Amazon Linux、Ubuntu Server、および Red
Hat Enterprise Linux (RHEL) インスタンスのみに適用されます。
詳細については、「AppSpec 「許可」セクション (EC2/オンプレミスデプロイのみ) (p. 410)」を参
照してください。
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hooks
このセクションでは、デプロイ中に特定のデプロイライフサイクルイベントで実行するスクリプトを
指定します。
詳細については、「AppSpec 「hook」セクション (p. 414)」を参照してください。
トピック
• AppSpec 「ファイル」セクション (EC2/オンプレミスのデプロイのみ) (p. 403)
• AppSpec 「resources」セクション (Amazon ECS とAWS Lambdaデプロイメントのみ) (p. 406)
• AppSpec 「許可」セクション (EC2/オンプレミスデプロイのみ) (p. 410)
• AppSpec 「hook」セクション (p. 414)

AppSpec 「ファイル」セクション (EC2/オンプレミスのデプロイ
のみ)
に情報を提供します CodeDeploy デプロイ中にインスタンスにインストールする、アプリケーションリビ
ジョンのファイルに関する情報のインストール event. このセクションは、デプロイ中にリビジョンからイ
ンスタンス上の場所にファイルをコピーする場合のみ必要です。
このセクションの構造は次のとおりです。
files:
- source: source-file-location-1
destination: destination-file-location-1
file_exists_behavior: DISALLOW|OVERWRITE|RETAIN

複数の source と destination ペアを設定できます。
source は、リビジョンからインスタンスにコピーするファイルまたはディレクトリを識別します。
• source はファイルを参照し、指定されたファイルのみがインスタンスにコピーされます。
• source はディレクトリを参照し、そのディレクトリのすべてのファイルがインスタンスにコピーされ
ます。
• source がシングルスラッシュ (Amazon Linux、RHEL、および Ubuntu Server のインスタンスでは
"/"、Windows Server のインスタンスでは "\") である場合、リビジョンのすべてのファイルがインスタン
スにコピーされます。
で使われているパスsourceに相対的ですかappspec.ymlファイル。これはリビジョンのルートに存在す
る必要があります。リビジョンのファイル構造の詳細については、「CodeDeploy のリビジョンを計画す
る (p. 301)」を参照してください。
destination は、ファイルをコピーするインスタンス上の場所を識別します。これは、/root/
destination/directory (Linux、RHEL、Ubuntuの場合) または c:\destination\folder
(Windows の場合) のような完全修飾パスである必要があります。
source と destination は、それぞれ文字列で指定されます。
-file_exists_behavior指示はオプションで、その方法を指定します CodeDeployデプロイターゲット
の場所にすでに存在し、前回成功したデプロイの一部ではなかったファイルを処理します。この設定は、
以下のいずれかの値を取ることができます。
• 許可しない: デプロイは失敗です。オプションが何も指定されていないときは、これもデフォルトの動作
となります。
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• 上書き: 現在デプロイされているアプリケーションリビジョンのファイルのバージョンにより、インスタ
ンスの既存のファイルのバージョンが置き換えられます。
• 保持: インスタンスにすでに存在するファイルのバージョンは保持され、新しいデプロイの一部として使
用されます。
file_exists_behavior 設定を使用する場合、この設定を理解してください。
• は 1 度だけ指定でき、files: にリストされたすべてのファイルとディレクトリに適用されます。
• は、--file-exists-behavior AWS CLI オプションや fileExistsBehavior API オプション (い
ずれもオプション) よりも優先されます。
以下は、Amazon Linux、Ubuntu Server、または RHEL インスタンスの files セクションの例です。
files:
- source: Config/config.txt
destination: /webapps/Config
- source: source
destination: /webapps/myApp

この例では、次の 2 つのオペレーションが、Install イベント中に実行されます。
1. 使用するリビジョンの Config/config.txt ファイルをインスタンスの /webapps/Config/
config.txt パスにコピーします。
2. リビジョンの source ディレクトリのすべてのファイルを、インスタンスの /webapps/myApp ディレ
クトリに再帰的にコピーします。

「files」セクションの例
次の例は、files セクションを指定する方法を示しています。これらの例は、Windows Server ファイル
とディレクトリ (フォルダ) 構造を示していますが、Amazon Linux、Ubuntu Server、および RHEL インス
タンスに簡単に適用することができます。

Note
EC2/オンプレミスデプロイのみ、files セクションを使用します。これは AWS Lambda のデプ
ロイには適用されません。
次の例では、以下のファイルが source のルートのバンドルに表示されることを前提としています。
• appspec.yml
• my-file.txt
• my-file-2.txt
• my-file-3.txt

# 1) Copy only my-file.txt to the destination folder c:\temp.
#
files:
- source: .\my-file.txt
destination: c:\temp
#
# Result:
#
c:\temp\my-file.txt
#
# --------------------#
# 2) Copy only my-file-2.txt and my-file-3.txt to the destination folder c:\temp.
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#
files:
- source: my-file-2.txt
destination: c:\temp
- source: my-file-3.txt
destination: c:\temp
#
# Result:
#
c:\temp\my-file-2.txt
#
c:\temp\my-file-3.txt
#
# --------------------#
# 3) Copy my-file.txt, my-file-2.txt, and my-file-3.txt (along with the appspec.yml file)
to the destination folder c:\temp.
#
files:
- source: \
destination: c:\temp
#
# Result:
#
c:\temp\appspec.yml
#
c:\temp\my-file.txt
#
c:\temp\my-file-2.txt
#
c:\temp\my-file-3.txt

次の例では、appspec.yml が source のルートのバンドルに、3 つのファイルを含む my-folder とい
う名前のフォルダとともに表示されることを前提としています。
• appspec.yml
• my-folder\my-file.txt
• my-folder\my-file-2.txt
• my-folder\my-file-3.txt

# 4) Copy the 3 files in my-folder (but do not copy my-folder itself) to the destination
folder c:\temp.
#
files:
- source: .\my-folder
destination: c:\temp
#
# Result:
#
c:\temp\my-file.txt
#
c:\temp\my-file-2.txt
#
c:\temp\my-file-3.txt
#
# --------------------#
# 5) Copy my-folder and its 3 files to my-folder within the destination folder c:\temp.
#
files:
- source: .\my-folder
destination: c:\temp\my-folder
#
# Result:
#
c:\temp\my-folder\my-file.txt
#
c:\temp\my-folder\my-file-2.txt
#
c:\temp\my-folder\my-file-3.txt
#
# --------------------#
# 6) Copy the 3 files in my-folder to other-folder within the destination folder c:\temp.
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#
files:
- source: .\my-folder
destination: c:\temp\other-folder
#
# Result:
#
c:\temp\other-folder\my-file.txt
#
c:\temp\other-folder\my-file-2.txt
#
c:\temp\other-folder\my-file-3.txt
#
# --------------------#
# 7) Copy only my-file-2.txt and my-file-3.txt to my-folder within the destination folder
c:\temp.
#
files:
- source: .\my-folder\my-file-2.txt
destination: c:\temp\my-folder
- source: .\my-folder\my-file-3.txt
destination: c:\temp\my-folder
#
# Result:
#
c:\temp\my-folder\my-file-2.txt
#
c:\temp\my-folder\my-file-3.txt
#
# --------------------#
# 8) Copy only my-file-2.txt and my-file-3.txt to other-folder within the destination
folder c:\temp.
#
files:
- source: .\my-folder\my-file-2.txt
destination: c:\temp\other-folder
- source: .\my-folder\my-file-3.txt
destination: c:\temp\other-folder
#
# Result:
#
c:\temp\other-folder\my-file-2.txt
#
c:\temp\other-folder\my-file-3.txt
#
# --------------------#
# 9) Copy my-folder and its 3 files (along with the appspec.yml file) to the destination
folder c:\temp. If any of the files already exist on the instance, overwrite them.
#
files:
- source: \
destination: c:\temp
file_exists_behavior: OVERWRITE
#
# Result:
#
c:\temp\appspec.yml
#
c:\temp\my-folder\my-file.txt
#
c:\temp\my-folder\my-file-2.txt
#
c:\temp\my-folder\my-file-3.txt

AppSpec 「resources」セクション (Amazon ECS とAWS
Lambdaデプロイメントのみ)
のコンテンツ'resources'のセクション AppSpec ファイルは、デプロイのコンピューティングプラット
フォームによって異なります。Amazon ECS デプロイの 'resources' セクションには、Amazon ECS
タスク定義、最新の Amazon ECS タスクセットにトラフィックをルーティングするためのコンテナとポー
ト、およびその他のオプション情報が含まれています。'resources' デプロイの AWS Lambda セクショ
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ンには、Lambda 関数の名前、エイリアス、現在のバージョン、およびターゲットのバージョンが含まれ
ています。
トピック
• AppSpec 用の「resources」セクションAWSLambda のデプロイ (p. 407)
• AppSpec Amazon ECS デプロイ用の「resources」セクション (p. 407)

AppSpec 用の「resources」セクションAWSLambda のデプロイ
'resources' セクションでは、デプロイする Lambda 関数を指定します。その構造は次のとおりです。
YAML:
resources:
- name-of-function-to-deploy:
type: "AWS::Lambda::Function"
properties:
name: name-of-lambda-function-to-deploy
alias: alias-of-lambda-function-to-deploy
currentversion: version-of-the-lambda-function-traffic-currently-points-to
targetversion: version-of-the-lambda-function-to-shift-traffic-to

JSON:
"resources": [{
"name-of-function-to-deploy" {
"type": "AWS::Lambda::Function",
"properties": {
"name": "name-of-lambda-function-to-deploy",
"alias": "alias-of-lambda-function-to-deploy",
"currentversion": "version-of-the-lambda-function-traffic-currently-points-to",
"targetversion": "version-of-the-lambda-function-to-shift-traffic-to"
}
}
}]

各プロパティは文字列で指定します。
• name – 必須。これはデプロイする Lambda 関数の名前です。
• alias – 必須。これは Lambda 関数のエイリアスの名前です。
• currentversion – 必須。これは、トラフィックが現在指している Lambda 関数のバージョンです。
• targetversion – 必須。これは、トラフィックの移行先の Lambda 関数のバージョンです。

AppSpec Amazon ECS デプロイ用の「resources」セクション
'resources' セクションでは、デプロイする Amazon ECS サービスを指定します。その構造は次のとお
りです。
YAML:
Resources:
- TargetService:
Type: AWS::ECS::Service
Properties:
TaskDefinition: "task-definition-ARN"
LoadBalancerInfo:
ContainerName: "ECS-container-name-for-your-ECS-application"
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ContainerPort: port-used-by-your-ECS-application
# Optional properties
PlatformVersion: "ecs-service-platform-version"
NetworkConfiguration:
AwsvpcConfiguration:
Subnets: ["ecs-subnet-1","ecs-subnet-n"]
SecurityGroups: ["ecs-security-group-1","ecs-security-group-n"]
AssignPublicIp: "ENABLED-or-DISABLED"
CapacityProviderStrategy:
- Base: Integer
CapacityProvider: "capacityProviderA"
Weight: Integer
- Base: Integer
CapacityProvider: "capacityProviderB"
Weight: Integer

JSON:
"Resources": [
{
"TargetService": {
"Type": "AWS::ECS::Service",
"Properties": {
"TaskDefinition": "",
"LoadBalancerInfo": {
"ContainerName": "",
"ContainerPort":
},
"PlatformVersion": "",
"NetworkConfiguration": {
"AwsvpcConfiguration": {
"Subnets": [
"",
""
],
"SecurityGroups": [
"",
""
],
"AssignPublicIp": ""
}
},
"CapacityProviderStrategy": [
{
"Base" : Integer,
"CapacityProvider" : "capacityProviderA",
"Weight" : Integer
},
{
"Base" : Integer,
"CapacityProvider" : "capacityProviderB",
"Weight" : Integer
}
]
}
}
}
]

各プロパティは、ContainerPort 以外の文字列で指定され、数字である。
• TaskDefinition – 必須。これはデプロイする Amazon ECS サービスのタスク定義です。タス
ク定義の ARN で指定します。ARN 形式は arn:aws:ecs:aws-region:account-id:taskAPI バージョン 2014-10-06
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definition/task-definition-family:task-definition-revision です。詳細については、
「Amazon リソースネーム (ARN) と AWS のサービスの名前空間」を参照してください。
• ContainerName – 必須。これは、Amazon ECS アプリケーションを含む Amazon ECS コンテナの名
前です。Amazon ECS タスク定義で指定されたコンテナにする必要があります。
• ContainerPort – 必須。これは、トラフィックのルーティング先となるコンテナ上のポートです。
• PlatformVersion: オプション。デプロイされた Amazon ECS サービス内の、Fargate タスクのプ
ラットフォームのバージョン。詳細については、の「AWS Fargateプラットフォームバージョン」を参
照してください。指定されない場合、デフォルトで LATEST が使用されます。
• NetworkConfiguration: オプション。AwsvpcConfiguration で、以下を指定することができま
す。詳細については、次を参照してください。AwsVpcConfiguration()Amazon ECS コンテナサービス
API リファレンス。
• Subnets: オプション。Amazon ECS サービス内の、1 つ以上のサブネットのカンマ区切りリスト。
• SecurityGroups: オプション。Amazon Elastic Container Service にある、1 つ以上のセキュリティ
グループのカンマ区切りリスト。
• AssignPublicIp: オプション。Amazon ECS サービスの Elastic Network Interface がパブリック IP
アドレスを受け取るかどうかを指定する文字列。有効な値は ENABLED および DISABLED です。

Note
NetworkConfiguration の下にあるすべての設定を指定するか、何も指定しない必要があ
ります。たとえば、Subnets を指定する場合は、 SecurityGroups と AssignPublicIp
も指定する必要があります。何も指定されていない場合、 CodeDeploy 現在のネットワーク
Amazon ECS の設定を使用します。
• CapacityProviderStrategy: オプション。デプロイに使用したい Amazon ECS キャ
パシティプロバイダーのリスト。詳細については、Amazon Elastic Container Service デベ
ロッパーガイド の「Amazon ECS キャパシティープロバイダー」を参照してください。
キャパシティプロバイダーごとに、次の設定を指定できます。これらの設定の詳細について
は、AWS::ECS::ServiceCapacityProviderStrategyItem()AWS CloudFormationユーザーガイド
• Base: オプション。ベース値は、指定されたキャパシティープロバイダーで実行するタスクの最小限
の数を指定します。キャパシティープロバイダー戦略では、ベースを定義できるキャパシティープロ
バイダーは 1 つだけです。値が指定されていない場合は、デフォルト値の 0 が使用されます。
• CapacityProvider: オプション。容量プロバイダーの短い名前。例: capacityProviderA
• Weight: オプション。
ウエイト値は、指定したキャパシティープロバイダーを使用する起動済みタスクの総数に対する相対
的な割合を示します。weight 値は、base 値が、もし定義されている場合、満たされた後に、考慮さ
れます。
weight 値が指定されていない場合は、デフォルト値の 0 が使用されます。キャパシティープロバイ
ダー戦略内で複数のキャパシティープロバイダーを指定する場合、少なくとも 1 つのキャパシティー
プロバイダーのウェイト値が 0 より大きい必要があり、ウェイトが 0 のキャパシティープロバイダー
はタスクを配置するのに使用しません。すべてのキャパシティープロバイダーが 0 のウェイトを持つ
戦略で複数のキャパシティープロバイダーを指定すると、キャパシティープロバイダー戦略を使用す
る RunTask または CreateService アクションは失敗します。
例えば、加重を使用するシナリオが 2 つのキャパシティープロバイダーを含む戦略を定義し、両方の
加重が 1 である場合、base が満たされたとき、タスクは 2 つのキャパシティープロバイダー間で均
等に分割されます。同じロジックを使用して、キャパシティープロバイダー capacityProviderA に 1
のウエイトを指定し、capacityProviderB に 4 のウエイトを指定すると、capacityProviderA を使用し
て実行されるタスクごとに、4 つのタスクが capacityProviderB を使用します。
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AppSpec 「許可」セクション (EC2/オンプレミスデプロイのみ)
'permissions' セクションでは、インスタンスへのコピー後に、特別なアクセス許可を 'files' セク
ションのファイルおよびディレクトリ/フォルダに適用する方法を指定します。複数の object 指示を指定
できます。このセクションはオプションです。Amazon Linux、Ubuntu Server、RHEL インスタンスにの
み適用されます。

Note
EC2/オンプレミスデプロイにのみ、'permissions' セクションを使用します。AWS Lambda
または Amazon ECS デプロイには使用されません。
このセクションの構造は次のとおりです。
permissions:
- object: object-specification
pattern: pattern-specification
except: exception-specification
owner: owner-account-name
group: group-name
mode: mode-specification
acls:
- acls-specification
context:
user: user-specification
type: type-specification
range: range-specification
type:
- object-type

手順は次のとおりです。
• object – 必須。これは、インスタンスへのファイルシステムオブジェクトのコピー後に、指定された
アクセス権限を適用する一連のファイルシステムオブジェクト (ファイルまたはディレクトリ/フォルダ)
です。
文字列で object を指定します。
• pattern - オプション。アクセス権限を適用するパターンを指定します。指定しない場合、または特殊
文字 "**" で指定する場合、type に応じて一致するすべてのファイルまたはディレクトリに、指定さ
れたアクセス権限が適用されます。
引用符 ("") 付きの文字列で pattern を指定します。
• except - オプション。pattern の例外とするファイルまたはディレクトリを指定します。
角括弧で囲った文字列のカンマ区切りリストで except を指定します。
• owner - オプション。object の所有者の名前。指定しない場合、既存のすべての所有者が元のファイ
ルに適用されます。それ以外の場合、ディレクトリ/フォルダ構造は、コピーオペレーションによって変
更されません。
文字列で owner を指定します。
• group - オプション。object のグループの名前。指定しない場合、既存のすべてのグループが元の
ファイルに適用されます。それ以外の場合、ディレクトリ/フォルダ構造は、コピーオペレーションに
よって変更されません。
文字列で group を指定します。
• mode - オプション。object に適用されるアクセス権限を指定する数値。モード設定は、Linux の
chmod コマンド の構文に従います。
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Important
値の先頭にゼロが含まれる場合は、ダブルクォートで囲むか、先頭のゼロを削除して 3 桁だけ
にする必要があります。

Note
u+x の設定では、mode のような記号表記はサポートされていません。
例:
• mode: "0644" は、オブジェクトの所有者に読み書きのアクセス権限 (6)、グループに対する読み取
り専用アクセス許可 (4)、およびその他すべてのユーザーに読み取り専用アクセス権限 (4) を与えま
す。
• mode: 644 と同じ権限を付与する mode: "0644"。
• mode: 4755 は setuid 属性を設定し (4)、所有者にフルコントロール権限を与え (7)、グループに対す
る読み取りと実行の権限を付与し (5)、他のすべてのユーザーに読み取りと実行の権限を付与します
(5)。
その他の例については、Linux の chmod コマンドのドキュメントを参照してください。
モードを指定しない場合、既存のすべてのモードが元のファイルに適用されます。それ以外の場合、
フォルダ構造は、コピーオペレーションによって変更されません。
• acls - オプション。1 つ以上のアクセスコントロールリスト (ACL) エントリを表す文字列のリスト
が、object に適用されます。たとえば、u:bob:rw は、ユーザー bob の読み取りおよび書き込みア
クセス権限を表します （その他の例については、Linux の setfacl コマンドドキュメントの ACL 入力
形式の例を参照してください）。複数の ACL エントリを指定できます。acls を指定しない場合、既存
のすべての ACL が元のファイルに適用されます。それ以外の場合、ディレクトリ/フォルダ構造は、コ
ピーオペレーションによって変更されません。既存の ACL は置き換えられます。
acls を指定します。ダッシュ (-) の後にスペースを続け、その後に文字列を続けます（例: u:jane:rw）。ACL が複数ある場合は、それぞれ個別の行で指定します。

Note
名前のないユーザー、名前のないグループ、またはその他の同様の ACL エントリを設定する
と、 AppSpec ファイルを失敗させる。これらのタイプのアクセス許可を指定するには、代わり
に mode を使用します。
• context - オプション。Security-Enhanced Linux (SELinux) 対応インスタンスの場合、コピーしたオブ
ジェクトに適用されるセキュリティ関連コンテキストラベルのリスト。ラベルは、user, type、およ
び range を含むキーとして指定されます。(詳細については、SELinux のドキュメントを参照してくだ
さい)。各キーは文字列で入力します。指定しない場合、既存のすべてのラベルが元のファイルに適用さ
れます。それ以外の場合、ディレクトリ/フォルダ構造は、コピーオペレーションによって変更されませ
ん。
• user - オプション。SELinux ユーザー。
• type - オプション。SELinux の型名。
• range - オプション。SELinux の範囲指定子。マルチレベルセキュリティ (MLS) およびマルチカテゴ
リセキュリティ (MCS) がマシンで有効になっていない限り、この効果はありません。有効になってい
ない場合は、range はデフォルトで s0 になります。
文字列 で context を指定します（例: user: unconfined_u）。それぞれの context は個別の行で
指定されます。
• type - オプション。指定された権限を適用するオブジェクトのタイプ。type は、file あるいは
directory に設定できる文字列です。file を指定した場合、アクセス許可は、コピーオペレーション
の後に（object 自体ではなく） object 内に直接含まれるファイルのみに適用されます。directory
を指定した場合、アクセス権限は、コピーオペレーションの後に（object
自体ではなく）、object
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type を指定します。ダッシュ (-) の後にスペースを続け、その後に文字列を続けます（例: - file）。

「permissions」セクションの例
次の例は、object、pattern、except、owner、mode、および type の手順を使用して
'permissions' セクションを指定する方法を示しています。この例は、Amazon Linux、Ubuntu
Server、RHEL インスタンスにのみ適用されます。この例では、次のファイルとフォルダが、この階層の
インスタンスにコピーされることを前提としています。
/tmp
`-- my-app
|-- my-file-1.txt
|-- my-file-2.txt
|-- my-file-3.txt
|-- my-folder-1
|
|-- my-file-4.txt
|
|-- my-file-5.txt
|
`-- my-file-6.txt
`-- my-folder-2
|-- my-file-7.txt
|-- my-file-8.txt
|-- my-file-9.txt
`-- my-folder-3

The following AppSpec ファイルは、コピー後にこれらのファイルとフォルダでアクセス権限を設定する方
法を示しています。
version: 0.0
os: linux
# Copy over all of the folders and files with the permissions they
# were originally assigned.
files:
- source: ./my-file-1.txt
destination: /tmp/my-app
- source: ./my-file-2.txt
destination: /tmp/my-app
- source: ./my-file-3.txt
destination: /tmp/my-app
- source: ./my-folder-1
destination: /tmp/my-app/my-folder-1
- source: ./my-folder-2
destination: /tmp/my-app/my-folder-2
# 1) For all of the files in the /tmp/my-app folder ending in -3.txt
# (for example, just my-file-3.txt), owner = adm, group = wheel, and
# mode = 464 (-r--rw-r--).
permissions:
- object: /tmp/my-app
pattern: "*-3.txt"
owner: adm
group: wheel
mode: 464
type:
- file
# 2) For all of the files ending in .txt in the /tmp/my-app
# folder, but not for the file my-file-3.txt (for example,
# just my-file-1.txt and my-file-2.txt),
# owner = ec2-user and mode = 444 (-r--r--r--).
- object: /tmp/my-app
pattern: "*.txt"
except: [my-file-3.txt]
owner: ec2-user
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#
#
#

#
#
#
#

#
#
#
#
#

#
#

mode: 444
type:
- file
3) For all the files in the /tmp/my-app/my-folder-1 folder except
for my-file-4.txt and my-file-5.txt, (for example,
just my-file-6.txt), owner = operator and mode = 646 (-rw-r--rw-).
- object: /tmp/my-app/my-folder-1
pattern: "**"
except: [my-file-4.txt, my-file-5.txt]
owner: operator
mode: 646
type:
- file
4) For all of the files that are immediately under
the /tmp/my-app/my-folder-2 folder except for my-file-8.txt,
(for example, just my-file-7.txt and
my-file-9.txt), owner = ec2-user and mode = 777 (-rwxrwxrwx).
- object: /tmp/my-app/my-folder-2
pattern: "**"
except: [my-file-8.txt]
owner: ec2-user
mode: 777
type:
- file
5) For all folders at any level under /tmp/my-app that contain
the name my-folder but not
/tmp/my-app/my-folder-2/my-folder-3 (for example, just
/tmp/my-app/my-folder-1 and /tmp/my-app/my-folder-2),
owner = ec2-user and mode = 555 (dr-xr-xr-x).
- object: /tmp/my-app
pattern: "*my-folder*"
except: [tmp/my-app/my-folder-2/my-folder-3]
owner: ec2-user
mode: 555
type:
- directory
6) For the folder /tmp/my-app/my-folder-2/my-folder-3,
group = wheel and mode = 564 (dr-xrw-r--).
- object: /tmp/my-app/my-folder-2/my-folder-3
group: wheel
mode: 564
type:
- directory

作成されるアクセス権限は次のとおりです。
-r--r--r-- ec2-user root my-file-1.txt
-r--r--r-- ec2-user root my-file-2.txt
-r--rw-r-- adm
wheel my-file-3.txt
dr-xr-xr-x
-rw-r--r--rw-r--r--rw-r--rw-

ec2-user
root
root
operator

root
root
root
root

my-folder-1
my-file-4.txt
my-file-5.txt
my-file-6.txt

dr-xr-xr-x
-rwxrwxrwx
-rw-r--r--rwxrwxrwx

ec2-user
ec2-user
root
ec2-user

root
root
root
root

my-folder-2
my-file-7.txt
my-file-8.txt
my-file-9.txt

dr-xrw-r-- root

wheel my-folder-3

次の例では、「acls」および「context」の手順を追加して、'permissions' セクションを指定する
方法を示します。この例は、Amazon Linux、Ubuntu Server、RHEL インスタンスにのみ適用されます。
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permissions:
- object: /var/www/html/WordPress
pattern: "**"
except: [/var/www/html/WordPress/ReadMe.txt]
owner: bob
group: writers
mode: 644
acls:
- u:mary:rw
- u:sam:rw
- m::rw
context:
user: unconfined_u
type: httpd_sys_content_t
range: s0
type:
- file

AppSpec 「hook」セクション
のコンテンツ'hooks'のセクション AppSpec ファイルは、デプロイのコンピューティングプラット
フォームによって異なります。EC2/オンプレミスのデプロイの 'hooks' セクションには、デプロイライ
フサイクルイベントフックを 1 つ以上のスクリプトにリンクするマッピングが含まれます。Lambda ま
たは Amazon ECS のデプロイの 'hooks' セクションは、デプロイライフサイクルイベント中に実行す
る Lambda 検証の関数を指定します。イベントフックが存在しない場合、そのイベントに対してオペレー
ションは実行されません。このセクションは、デプロイの一部としてスクリプトまたは Lambda 検証の関
数を実行する場合のみ必須です。
トピック
• AppSpec Amazon ECS デプロイの「hooks」セクション (p. 414)
• AppSpec 用の「hoks」セクションAWSLambda デプロイ (p. 418)
• AppSpec EC2/オンプレミスデプロイの「hooks」セクション (p. 420)

AppSpec Amazon ECS デプロイの「hooks」セクション
トピック
• Amazon ECS のデプロイ向けのライフサイクルイベントフックのリスト (p. 414)
• Amazon ECS デプロイでのフックの実行順 (p. 415)
• 「hooks」 セクションの構造 (p. 416)
• Lambda の「フック」関数のサンプル (p. 417)

Amazon ECS のデプロイ向けのライフサイクルイベントフックのリスト
AWS Lambda フックは、ライフサイクルイベントの名前の後の新しい行に文字列で指定された 1 つの
Lambda 関数です。各フックはデプロイごとに 1 回実行されます。以下は、Amazon ECS デプロイ中に
フックを実行できるライフサイクルイベントの説明です。
• BeforeInstall 置き換えタスクセットが作成される前にタスクを実行するために使用します。1 つの
ターゲットグループが元のタスクセットに関連付けられています。オプションのテストリスナーが指定
されている場合、それは元のタスクセットに関連付けられます。この時点で、ロールバックはできませ
ん。
• AfterInstall 置き換えタスクセットが作成され、ターゲットグループの 1 つがそれに関連付けられ
た後、タスクを実行するために使用します。オプションのテストリスナーが指定されている場合、それ
は元のタスクセットに関連付けられます。このライフサイクルイベントでのフック関数の結果により、
ロールバックをトリガーできます。
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• AfterAllowTestTraffic テストリスナーが置き換えタスクセットにトラフィックを提供した後、タ
スクを実行するために使用します。この時点でのフック関数の結果により、ロールバックをトリガーで
きます。
• BeforeAllowTraffic 2 番目のターゲットグループが置き換えタスクセットに関連付けられた後、か
つ、トラフィックが置き換えタスクセットに移行される前に、タスクを実行するために使用します。こ
のライフサイクルイベントでのフック関数の結果により、ロールバックをトリガーできます。
• AfterAllowTraffic 2 番目のターゲットグループが置き換えタスクセットにトラフィックを提供した
後、タスクを実行するために使用します。このライフサイクルイベントでのフック関数の結果により、
ロールバックをトリガーできます。
詳細については、Amazon ECS デプロイ中の処理で起こっていること (p. 21) および チュートリアル: 検証
テストを使用して Amazon ECS サービスをデプロイする (p. 143) を参照してください。

Amazon ECS デプロイでのフックの実行順
Amazon ECS デプロイでは、イベントフックは次の順序で実行されます。
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Note
-スタート,のインストール,TestTraffic,AllowTraffic、およびEndデプロイ中のイベントはスクリプ
ト化できないため、この図ではグレーで表示されています。

「hooks」 セクションの構造
次の例は、'hooks' セクションの構造の例を示します。
YAML の使用:
Hooks:
- BeforeInstall: "BeforeInstallHookFunctionName"
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-

AfterInstall: "AfterInstallHookFunctionName"
AfterAllowTestTraffic: "AfterAllowTestTrafficHookFunctionName"
BeforeAllowTraffic: "BeforeAllowTrafficHookFunctionName"
AfterAllowTraffic: "AfterAllowTrafficHookFunctionName"

JSON の使用:
"Hooks": [
{
"BeforeInstall": "BeforeInstallHookFunctionName"
},
{
"AfterInstall": "AfterInstallHookFunctionName"
},
{
"AfterAllowTestTraffic": "AfterAllowTestTrafficHookFunctionName"
},
{
"BeforeAllowTraffic": "BeforeAllowTrafficHookFunctionName"
},
{
"AfterAllowTraffic": "AfterAllowTrafficHookFunctionName"
}
]
}

Lambda の「フック」関数のサンプル
を使用する'hooks'セクションを使用して Lambda 関数を指定しま
す。 CodeDeploy を呼び出して Amazon ECS デプロイを検証できま
す。BeforeInstall、AfterInstall、AfterAllowTestTraffic、BeforeAllowTraffic および
AfterAllowTraffic のデプロイライフサイクルイベントに対して、同じ関数または別の関数を使用する
こともできます。検証テストが完了すると、LambdaAfterAllowTraffic関数コールバック CodeDeploy
そして結果を出しますSucceededまたはFailed。

Important
次の場合、デプロイは失敗したとみなされます。 CodeDeploy 1 時間以内に Lambda 検証関数か
ら通知されません。
Lambda フック関数を呼び出す前に、サーバーは putLifecycleEventHookExecutionStatus コマン
ドを使用して、デプロイ ID およびライフサイクルイベントフック実行 ID について通知される必要があり
ます。
次に示すのは、Node.js で記述されたサンプルの Lambda フック関数の例です。
'use strict';
const aws = require('aws-sdk');
const codedeploy = new aws.CodeDeploy({apiVersion: '2014-10-06'});
exports.handler = (event, context, callback) => {
//Read the DeploymentId from the event payload.
var deploymentId = event.DeploymentId;
//Read the LifecycleEventHookExecutionId from the event payload
var lifecycleEventHookExecutionId = event.LifecycleEventHookExecutionId;
/*
Enter validation tests here.
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// Prepare the validation test results with the deploymentId and
// the lifecycleEventHookExecutionId for CodeDeploy.
var params = {
deploymentId: deploymentId,
lifecycleEventHookExecutionId: lifecycleEventHookExecutionId,
status: 'Succeeded' // status can be 'Succeeded' or 'Failed'
};

};

// Pass CodeDeploy the prepared validation test results.
codedeploy.putLifecycleEventHookExecutionStatus(params, function(err, data) {
if (err) {
// Validation failed.
callback('Validation test failed');
} else {
// Validation succeeded.
callback(null, 'Validation test succeeded');
}
});

AppSpec 用の「hoks」セクションAWSLambda デプロイ
トピック
• AWS Lambda のデプロイ向けのライフサイクルイベントフックのリスト (p. 418)
• Lambda 関数のバージョンのデプロイでのフックの実行順 (p. 418)
• 「hooks」 セクションの構造 (p. 419)
• Lambda の「フック」関数のサンプル (p. 419)

AWS Lambda のデプロイ向けのライフサイクルイベントフックのリスト
AWS Lambda フックは、ライフサイクルイベントの名前の後の新しい行に文字列で指定された 1 つの
Lambda 関数です。各フックはデプロイごとに 1 回実行されます。以下はあなたで使用できるフックの説
明です AppSpec ファイル。
• BeforeAllowTraffic— これを使用して、トラフィックがデプロイされた Lambda 関数のバージョンに移行
する前にタスクを実行します。
• AfterAllowTraffic— これを使用して、トラフィックがデプロイされた Lambda 関数のバージョンに移行
した後でタスクを実行します。

Lambda 関数のバージョンのデプロイでのフックの実行順
サーバーレスの Lambda 関数のバージョンのデプロイでは、イベントフックは次の順序で実行されます。
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Note
-スタート,AllowTraffic、およびEndデプロイ中のイベントはスクリプト化できないため、この図で
はグレーで表示されています。

「hooks」 セクションの構造
次の例は、「hooks」セクションの例を示します。
YAML の使用:
hooks:
- BeforeAllowTraffic: BeforeAllowTrafficHookFunctionName
- AfterAllowTraffic: AfterAllowTrafficHookFunctionName

JSON の使用:
"hooks": [{
"BeforeAllowTraffic": "BeforeAllowTrafficHookFunctionName"
},
{
"AfterAllowTraffic": "AfterAllowTrafficHookFunctionName"
}]

Lambda の「フック」関数のサンプル
「hooks」セクションを使用して、次の Lambda 関数を指定します。 CodeDeploy を呼び出して Lambda
デプロイを検証できます。BeforeAllowTraffic および AfterAllowTraffic デプロイライフサイク
ルイベントには、同じ関数または異なる関数を使用できます。検証テストが完了すると、Lambda 検証関
数はを呼び戻します。 CodeDeploy そして結果を出しますSucceededまたはFailed。

Important
次の場合、デプロイは失敗したとみなされます。 CodeDeploy 1 時間以内に Lambda 検証関数か
ら通知されません。
Lambda フック関数を呼び出す前に、サーバーは putLifecycleEventHookExecutionStatus コマン
ドを使用して、デプロイ ID およびライフサイクルイベントフック実行 ID について通知される必要があり
ます。
次に示すのは、Node.js で記述されたサンプルの Lambda フック関数の例です。
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'use strict';
const aws = require('aws-sdk');
const codedeploy = new aws.CodeDeploy({apiVersion: '2014-10-06'});
exports.handler = (event, context, callback) => {
//Read the DeploymentId from the event payload.
var deploymentId = event.DeploymentId;
//Read the LifecycleEventHookExecutionId from the event payload
var lifecycleEventHookExecutionId = event.LifecycleEventHookExecutionId;
/*
Enter validation tests here.
*/
// Prepare the validation test results with the deploymentId and
// the lifecycleEventHookExecutionId for CodeDeploy.
var params = {
deploymentId: deploymentId,
lifecycleEventHookExecutionId: lifecycleEventHookExecutionId,
status: 'Succeeded' // status can be 'Succeeded' or 'Failed'
};

};

// Pass CodeDeploy the prepared validation test results.
codedeploy.putLifecycleEventHookExecutionStatus(params, function(err, data) {
if (err) {
// Validation failed.
callback('Validation test failed');
} else {
// Validation succeeded.
callback(null, 'Validation test succeeded');
}
});

AppSpec EC2/オンプレミスデプロイの「hooks」セクション
トピック
• ライフサイクルイベントフックのリスト (p. 420)
• ライフサイクルイベントフックの可用性 (p. 422)
• デプロイでのフックの実行順 (p. 422)
• 「hooks」 セクションの構造 (p. 424)
• フックの環境変数の可用性 (p. 425)
• hooks の例 (p. 427)

ライフサイクルイベントフックのリスト
EC2/オンプレミスのデプロイのフックは、デプロイごとに 1 回インスタンスに対して実行されます。フッ
クには実行するスクリプトを 1 つまたは複数指定することができます。ライフサイクルイベントの各フッ
クは、文字列で個別の行に指定します。以下はあなたで使用できるフックの説明です AppSpec ファイ
ル。
デプロイおよびロールバックの種類別の有効なライフサイクルフックの詳細については、「ライフサイク
ルイベントフックの可用性 (p. 422)」を参照してください。
• ApplicationStop このデプロイライフサイクルイベントは、アプリケーションリビジョンがダウン
ロードされる前でも発生します。アプリケーションを適切に中止するか、現在インストールされてい
るパッケージを削除してデプロイの準備をする場合は、このイベントのスクリプトを指定できます。API バージョン 2014-10-06
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AppSpec このデプロイライフサイクルイベントに使用されるファイルとスクリプトは、前回正常にデプ
ロイされたアプリケーションリビジョンのものです。

Note
An AppSpec ファイルは、デプロイする前にはインスタンスに存在しません。したがっ
て、ApplicationStop フックは、初めてインスタンスにデプロイするときは実行されませ
ん。インスタンスに 2 回目にデプロイするときは、ApplicationStop フックを使用できま
す。
前回正常にデプロイされたアプリケーションリビジョンの場所を確認するには、
CodeDeploy エージェントは、リストされている場所を検索しますdeployment-groupid_last_successful_installファイル。このファイルは次の場所にあります。
Amazon Linux、Ubuntu Server、RHEL Amazon EC2 インスタンスの /opt/codedeploy-agent/
deployment-root/deployment-instructions フォルダ。
Windows Server の Amazon EC2 インスタンスの C:\ProgramData\Amazon\CodeDeploy
\deployment-instructions フォルダ。
ApplicationStop デプロイライフサイクルイベント中に失敗するデプロイをトラブルシューティング
するには、「失敗した ApplicationStop BeforeBlockTraffic、 AfterBlockTraffic またはデプロイライフサイ
クルイベントのトラブルシューティング (p. 458)」を参照してください。
• DownloadBundle— この導入ライフサイクルイベントの間、 CodeDeploy エージェントは、アプリ
ケーションリビジョンファイルを一時的な場所にコピーします。
Amazon Linux、Ubuntu Server、RHEL Amazon EC2 インスタンスの /opt/codedeploy-agent/
deployment-root/deployment-group-id/deployment-id/deployment-archive フォルダ。
Windows Server の Amazon EC2 インスタンスの C:\ProgramData\Amazon\CodeDeploy
\deployment-group-id\deployment-id\deployment-archive フォルダ。
このイベントは CodeDeploy agent で、スクリプトを実行するために使用することはできません。
DownloadBundle デプロイライフサイクルイベント中に失敗するデプロイをトラブルシューティング
するには、「 DownloadBundle 失敗したデプロイライフサイクルイベントのトラブルシューティング
UnknownError:読み取り用に開かれていません (p. 459)」を参照してください。
• BeforeInstall このデプロイライフサイクルイベントは、ファイルの復号や現在のバージョンのバッ
クアップの作成などの事前インストールタスクに使用できます。
• Install— この導入ライフサイクルイベントの間、 CodeDeployエージェントは、一時的なロケーショ
ンからリビジョンファイルを最終的な送信先フォルダにコピーします。このイベントは CodeDeploy
agent で、スクリプトを実行するために使用することはできません。
• AfterInstall アプリケーションの設定やファイルのアクセス許可の変更などのタスクに、このデプロ
イライフサイクルイベントを使用できます。
• ApplicationStart— 通常、このデプロイライフサイクルイベントを使用して、中に停止したサービ
スを再開します。ApplicationStop。
• ValidateService これが最後のデプロイライフサイクルイベントです。デプロイが正常に完了したこ
とを確認するために使用されます。
• BeforeBlockTraffic このデプロイライフサイクルイベントを使用して、ロードバランサーから登録
解除される前のインスタンスでタスクを実行できます。
BeforeBlockTraffic デプロイライフサイクルイベント中に失敗するデプロイをトラブルシューティ
ングするには、「失敗した ApplicationStop BeforeBlockTraffic、 AfterBlockTraffic またはデプロイライフ
サイクルイベントのトラブルシューティング (p. 458)」を参照してください。
• BlockTraffic このデプロイライフサイクルイベント中は、現在トラフィックの処理中であるイ
ンスタンスに対するインターネットトラフィックのアクセスがブロックされます。このイベントは
CodeDeploy agent で、スクリプトを実行するために使用することはできません。
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• AfterBlockTraffic このデプロイライフサイクルイベントを使用して、ロードバランサーから登録解
除された後のインスタンスでタスクを実行できます。
AfterBlockTraffic デプロイライフサイクルイベント中に失敗するデプロイをトラブルシューティン
グするには、「失敗した ApplicationStop BeforeBlockTraffic、 AfterBlockTraffic またはデプロイライフサ
イクルイベントのトラブルシューティング (p. 458)」を参照してください。
• BeforeAllowTraffic このデプロイライフサイクルイベントを使用して、ロードバランサーに登録さ
れる前のインスタンスでタスクを実行できます。
• AllowTraffic このデプロイライフサイクルイベント中は、デプロイ後のインスタンスに対するイン
ターネットトラフィックのアクセスが許可されます。このイベントは CodeDeploy agent で、スクリプ
トを実行するために使用することはできません。
• AfterAllowTraffic このデプロイライフサイクルイベントを使用して、ロードバランサーに登録され
た後のインスタンスでタスクを実行できます。

ライフサイクルイベントフックの可用性
次の表に、各デプロイおよびロールバックシナリオで使用できるライフサイクルイベントフックを示しま
す。
ライフサイクル インプレースデ Blue/Green デ
イベント名
プロイ¹
プロイ Original
instances

Blue/Green デ
プロイ 置き換
えるインスタン
ス

Blue/Green デ
プロイのロール
バック: Original
instances

Blue/Green デ
プロイのロール
バック: 置き換
えるインスタン
ス

ApplicationStop

✓

✓

DownloadBundle²

✓

✓

BeforeInstall

✓

✓

インストール²

✓

✓

AfterInstall

✓

✓

ApplicationStart

✓

✓

ValidateService

✓

✓

BeforeBlockTraffic

✓

✓

✓

BlockTraffic²

✓

✓

✓

AfterBlockTraffic

✓

✓

✓

BeforeAllowTraffic

✓

✓

✓

AllowTraffic²

✓

✓

✓

AfterAllowTraffic

✓

✓

✓

¹インプレースデプロイのロールバックにも適用されます。
² 予約済み CodeDeploy オペレーション。スクリプトの実行には使用できません。

デプロイでのフックの実行順
インプレースデプロイ
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インプレースデプロイのロールバックを含むインプレースデプロイで、イベントフックは次の順序で実行
されます。

Note
インプレースデプロイの場合、トラフィックのブロックと許可に関する 6 つのフックは、 デプロ
イグループに Elastic Load Balancing から Classic Load Balancer、Application Load Balancer、ま
たは Network Load Balancer を指定した場合のみ適用されます。

Note
-スタート,DownloadBundle,のインストール、およびEndデプロイ中のイベントはスクリプト化で
きないため、この図ではグレーで表示されています。ただし、'files'のセクション AppSpec
実行中に何がインストールされるかを指定するファイルのインストール event.
Blue/Green デプロイ
Blue/Green デプロイでは、イベントフックは次の順序で実行されます。
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Note
-スタート,DownloadBundle,のインストール,BlockTraffic,AllowTraffic、およびEndデプロイ中のイ
ベントはスクリプト化できないため、この図ではグレーで表示されています。ただし、の「ファ
イル」セクションの編集はできます AppSpec 実行中に何がインストールされるかを指定するファ
イルのインストール event.

「hooks」 セクションの構造
'hooks' セクションは以下の構造を持ちます。
hooks:
deployment-lifecycle-event-name:
- location: script-location
timeout: timeout-in-seconds
runas: user-name
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デプロイライフサイクルイベント名の後で、次の要素を hook エントリに含めることができます。
ロケーション
必須。リビジョンのスクリプトファイルのバンドルでの位置。hooks セクションで指定するスクリ
プトの場所は、アプリケーションリビジョンバンドルのルートから相対的な位置です。詳細について
は、「CodeDeploy のリビジョンを計画する (p. 301)」を参照してください。
timeout
オプション。失敗と見なされる前にスクリプトの実行を許可する秒数。デフォルト値は 3600 秒 (1 時
間) です。

Note
3600 秒 (1 時間) は、各デプロイライフサイクルイベントのスクリプト実行で許可される
最大の時間です。スクリプトがこの制限を超過した場合、デプロイは停止し、インスタン
スへのデプロイは失敗します。各デプロイライフサイクルイベントのすべてのスクリプト
で、timeout に指定された合計秒数が、この制限を超えないようにします。
runas
オプション。スクリプトの実行時に偽装するユーザー。デフォルトでは、これは CodeDeploy イン
スタンスで実行されているエージェント。 CodeDeploy パスワードは保存されないため、次の場合
にユーザーになりすますことはできません。runasユーザーにはパスワードが必要です。この要素
は、Amazon Linux、Ubuntu Server、RHEL インスタンスにのみ適用されます。

フックの環境変数の可用性
各デプロイライフサイクルイベントの間、フックスクリプトは次の環境変数にアクセスできます。
APPLICATION_NAME
内のアプリケーションの名前 CodeDeploy これは現在のデプロイの一部です (たとえ
ば、WordPress_App).
DEPLOYMENT_ID
ID CodeDeploy 現在のデプロイに割り当てられた (例:d-AB1CDEF23).
DEPLOYMENT_GROUP_NAME
のデプロイグループの名前 CodeDeploy これは現在のデプロイの一部です
(例:WordPress_DepGroup).
DEPLOYMENT_GROUP_ID
内のデプロイグループの ID CodeDeploy これは現在のデプロイの一部です (例:b1a2189bdd90-4ef5-8f40-4c1c5EXAMPLE).
LIFECYCLE_EVENT
現在のデプロイライフサイクルイベントの名前 (例: AfterInstall)。
これらの環境変数は各デプロイライフサイクルイベントにローカルです。
デプロイバンドルのソースによっては、スクリプトをフックできる環境変数が他にもあります。
Amazon S3 からのバンドル
• BUNDLE_BUCKET
デプロイバンドルのダウンロード元の Amazon S3 バケットの名前 (例:my-s3-bucket).
• BUNDLE_KEY
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Amazon S3 バケット内のダウンロードされたバンドルのオブジェクトキー (たとえ
ば、WordPress_App.zip).
• BUNDLE_VERSION
バンドルのオブジェクトバージョン (例:3sL4kqtJlcpXroDTDmJ+rmSpXd3dIbrHY
+MTRCxf3vjVBH40Nr8X8gdRQBpUMLUo). この変数は、Amazon S3 バケットに次の条件がある場合に
のみ設定されます。オブジェクトのバージョニングEnabled。
• BUNDLE_ETAG
バンドルのオブジェクト etag (例:b10a8db164e0754105b7a99be72e3fe5-4).
バンドル GitHub
• BUNDLE_COMMIT
Git によって生成されたバンドルの SHA256 コミットハッシュ
(例:d2a84f4b8b650937ec8f73cd8be2c74add5a911ba64df27458ed8229da804a26).
以下のスクリプトは、DEPLOYMENT_GROUP_NAME の値が Staging と等しい場合に、Apache HTTP
サーバーでリッスンするポートを 80 ではなく 9090 に変更します。このスクリプトは BeforeInstall
デプロイライフサイクルイベント中に呼び出される必要があります。
if [ "$DEPLOYMENT_GROUP_NAME" == "Staging" ]
then
sed -i -e 's/Listen 80/Listen 9090/g' /etc/httpd/conf/httpd.conf
fi

次のスクリプトの例では、DEPLOYMENT_GROUP_NAME 環境変数の値が Staging に等しい場合に、
エラーログに記録されるメッセージの詳細レベルを警告からデバッグに変更します。このスクリプトは
BeforeInstall デプロイライフサイクルイベント中に呼び出される必要があります。
if [ "$DEPLOYMENT_GROUP_NAME" == "Staging" ]
then
sed -i -e 's/LogLevel warn/LogLevel debug/g' /etc/httpd/conf/httpd.conf
fi

以下のスクリプトの例では、指定されたウェブページを、これらの環境変数の値を表示するテキストで置
き換えます。このスクリプトは AfterInstall デプロイライフサイクルイベント中に呼び出される必要
があります。
#!/usr/bin/python
import os
strToSearch="<h2>This application was deployed using CodeDeploy.</h2>"
strToReplace="<h2>This page for "+os.environ['APPLICATION_NAME']+"
application and "+os.environ['DEPLOYMENT_GROUP_NAME']+" deployment group with
"+os.environ['DEPLOYMENT_GROUP_ID']+" deployment group ID was generated by a
"+os.environ['LIFECYCLE_EVENT']+" script during "+os.environ['DEPLOYMENT_ID']+"
deployment.</h2>"
fp=open("/var/www/html/index.html","r")
buffer=fp.read()
fp.close()
fp=open("/var/www/html/index.html","w")
fp.write(buffer.replace(strToSearch,strToReplace))
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fp.close()

hooks の例
hooks エントリの例を次に示します。AfterInstall ライフサイクルイベントに 2 つのフックを指定して
います。
hooks:
AfterInstall:
- location: Scripts/RunResourceTests.sh
timeout: 180
- location: Scripts/PostDeploy.sh
timeout: 180

デプロイプロセスの AfterInstall ステージ中に、Scripts/RunResourceTests.sh スクリプトが実
行されます。スクリプトの実行に 180 秒 (3 分) 以上かかる場合、デプロイは成功しません。
「hooks」セクションで指定するスクリプトの場所は、アプリケーションリビジョンバンドルのルートに
相対的な位置です。前述の例では、RunResourceTests.sh という名前のファイルが Scripts という名
前のディレクトリにあります。Scripts ディレクトリはバンドルのルートレベルにあります。詳細につい
ては、「CodeDeploy のリビジョンを計画する (p. 301)」を参照してください。

AppSpec ファイルの例
このトピックで、例を説明します AppSpec のファイルAWSLambda と EC2/オンプレミスデプロイ。
トピック
• AppSpec Amazon ECS デプロイのファイル例 (p. 427)
• AppSpec のファイルの例AWSLambda デプロイ (p. 429)
• AppSpec EC2/オンプレミスのデプロイ向けファイルの例 (p. 430)

AppSpec Amazon ECS デプロイのファイル例
Here is an example of an AppSpec Amazon ECS サービスをデプロイするために YAML で記述されたファ
イル。
version: 0.0
Resources:
- TargetService:
Type: AWS::ECS::Service
Properties:
TaskDefinition: "arn:aws:ecs:us-east-1:111222333444:task-definition/my-taskdefinition-family-name:1"
LoadBalancerInfo:
ContainerName: "SampleApplicationName"
ContainerPort: 80
# Optional properties
PlatformVersion: "LATEST"
NetworkConfiguration:
AwsvpcConfiguration:
Subnets: ["subnet-1234abcd","subnet-5678abcd"]
SecurityGroups: ["sg-12345678"]
AssignPublicIp: "ENABLED"
CapacityProviderStrategy:
- Base: 1
CapacityProvider: "FARGATE_SPOT"
Weight: 2
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- Base: 0
CapacityProvider: "FARGATE"
Weight: 1

Hooks:
- BeforeInstall: "LambdaFunctionToValidateBeforeInstall"
- AfterInstall: "LambdaFunctionToValidateAfterInstall"
- AfterAllowTestTraffic: "LambdaFunctionToValidateAfterTestTrafficStarts"
- BeforeAllowTraffic: "LambdaFunctionToValidateBeforeAllowingProductionTraffic"
- AfterAllowTraffic: "LambdaFunctionToValidateAfterAllowingProductionTraffic"

JSON で書かれた前述の例のバージョンを示します。
{

"version": 0.0,
"Resources": [
{
"TargetService": {
"Type": "AWS::ECS::Service",
"Properties": {
"TaskDefinition": "arn:aws:ecs:us-east-1:111222333444:task-definition/
my-task-definition-family-name:1",
"LoadBalancerInfo": {
"ContainerName": "SampleApplicationName",
"ContainerPort": 80
},
"PlatformVersion": "LATEST",
"NetworkConfiguration": {
"AwsvpcConfiguration": {
"Subnets": [
"subnet-1234abcd",
"subnet-5678abcd"
],
"SecurityGroups": [
"sg-12345678"
],
"AssignPublicIp": "ENABLED"
}
},
"CapacityProviderStrategy": [
{
"Base" : 1,
"CapacityProvider" : "FARGATE_SPOT",
"Weight" : 2
},
{
"Base" : 0,
"CapacityProvider" : "FARGATE",
"Weight" : 1
}
]
}
}
}
],
"Hooks": [
{
"BeforeInstall": "LambdaFunctionToValidateBeforeInstall"
},
{
"AfterInstall": "LambdaFunctionToValidateAfterInstall"
},
{
"AfterAllowTestTraffic": "LambdaFunctionToValidateAfterTestTrafficStarts"
},
{
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},
{

}

]

}

"BeforeAllowTraffic": "LambdaFunctionToValidateBeforeAllowingProductionTraffic"
"AfterAllowTraffic": "LambdaFunctionToValidateAfterAllowingProductionTraffic"

デプロイ中のイベントのシーケンスを次に示します。
1. 最新の Amazon ECS アプリケーションが置き換えタスクセットにインストールされる前
に、LambdaFunctionToValidateBeforeInstall と呼ばれる Lambda 関数が実行されます。
2. 最新の Amazon ECS アプリケーションが置き換えタスクセットにインストールされた後、トラフィッ
クを受信する前に、LambdaFunctionToValidateAfterInstall と呼ばれる Lambda 関数が実行さ
れます。
3. 置き換えタスクセット上の Amazon ECS アプリケーションが、テストリスナーからのトラフィックの
受信を開始した後、LambdaFunctionToValidateAfterTestTrafficStarts と呼ばれる Lambda
関数が実行されます。この関数は、デプロイが続行されるかどうかを判断するために、検証テストを実
行する可能性があります。デプロイグループでテストリスナーを指定しない場合、このフックは無視さ
れます。
4. AfterAllowTestTraffic フックの検証テストがすべて完了した後、かつ、
最新の Amazon ECS アプリケーションに本稼働トラフィックが提供される前
に、LambdaFunctionToValidateBeforeAllowingProductionTraffic と呼ばれる Lambda 関
数が実行されます。
5. 置き換えタスクセット上の最新の Amazon ECS アプリケーションに本稼働トラフィックが提供された
後に、LambdaFunctionToValidateAfterAllowingProductionTraffic と呼ばれる Lambda 関
数が実行されます。
フック中に実行される Lambda 関数は、検証テストを実行したり、トラフィックメトリクスを収集したり
できます。

AppSpec のファイルの例AWSLambda デプロイ
Here is an example of an AppSpec Lambda 関数のバージョンをデプロイするために YAML で記述された
ファイル。
version: 0.0
Resources:
- myLambdaFunction:
Type: AWS::Lambda::Function
Properties:
Name: "myLambdaFunction"
Alias: "myLambdaFunctionAlias"
CurrentVersion: "1"
TargetVersion: "2"
Hooks:
- BeforeAllowTraffic: "LambdaFunctionToValidateBeforeTrafficShift"
- AfterAllowTraffic: "LambdaFunctionToValidateAfterTrafficShift"

JSON で書かれた前述の例のバージョンを示します。
{

"version": 0.0,
"Resources": [{
"myLambdaFunction": {
"Type": "AWS::Lambda::Function",
"Properties": {
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"Name": "myLambdaFunction",
"Alias": "myLambdaFunctionAlias",
"CurrentVersion": "1",
"TargetVersion": "2"

}
}
}],
"Hooks": [{
"BeforeAllowTraffic": "LambdaFunctionToValidateBeforeTrafficShift"
},
{
"AfterAllowTraffic": "LambdaFunctionToValidateAfterTrafficShift"
}
]

}

デプロイ中のイベントのシーケンスを次に示します。
1. myLambdaFunction という名前の Lambda 関数のバージョン 1 からバージョン 2 にトラフィッ
クを移行する前に、デプロイでトラフィックの移行を開始する準備が整っていることを確認す
る、LambdaFunctionToValidateBeforeTrafficShift という名前の Lambda 関数を実行しま
す。
2. LambdaFunctionToValidateBeforeTrafficShift が終了コード 0 (成功) を返した場合
は、myLambdaFunction のバージョン 2 へのトラフィックの移行を開始します。このデプロイのデプ
ロイ設定により、トラフィックが移行するレートが決まります。
3. myLambdaFunction という名前の Lambda 関数のバージョン 1 からバージョン
2 へのトラフィックの移行が完了したら、デプロイが正常に完了したことを確認す
る、LambdaFunctionToValidateAfterTrafficShift という名前の Lambda 関数を実行します。

AppSpec EC2/オンプレミスのデプロイ向けファイルの例
Here is an example of an AppSpec Amazon Linux、Ubuntu Server、または RHEL インスタンスへのイン
プレイスデプロイ用のファイル。

Note
Windows Server インスタンスへのデプロイでは、runas 要素をサポートしていませ
ん。Windows Server インスタンスにデプロイする場合は、 AppSpec ファイル。
version: 0.0
os: linux
files:
- source: Config/config.txt
destination: /webapps/Config
- source: source
destination: /webapps/myApp
hooks:
BeforeInstall:
- location: Scripts/UnzipResourceBundle.sh
- location: Scripts/UnzipDataBundle.sh
AfterInstall:
- location: Scripts/RunResourceTests.sh
timeout: 180
ApplicationStart:
- location: Scripts/RunFunctionalTests.sh
timeout: 3600
ValidateService:
- location: Scripts/MonitorService.sh
timeout: 3600
runas: codedeployuser
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Windows Server のインスタンスで、[os: linux] を [os: windows] に変更します。ま
た、destination パスを完全に修飾する必要があります (例: c:\temp\webapps\Config、c:\temp
\webapps\myApp)。runas エレメントは含めないでください。
デプロイ中のイベントのシーケンスを次に示します。
1. Scripts/UnzipResourceBundle.sh にあるスクリプトを実行します。
2. 前のスクリプトが終了コード 0 (成功) を返した場合、Scripts/UnzipDataBundle.sh にあるスクリ
プトを実行します。
3. ファイルを Config/config.txt のパスからパス /webapps/Config/config.txt にコピーしま
す。
4. source ディレクトリのすべてのファイルを再帰的に /webapps/myApp ディレクトリにコピーしま
す。
5. Scripts/RunResourceTests.sh にあるスクリプトを、180 秒 (3 分) のタイムアウトで実行しま
す。
6. Scripts/RunFunctionalTests.sh にあるスクリプトを、3600 秒 (1 時間) のタイムアウトで実行し
ます。
7. Scripts/MonitorService.sh にあるスクリプトを、ユーザー codedeploy として 3600 秒 (1 時間)
のタイムアウトで実行します。

AppSpec ファイルの間隔
正しい形式を以下に示します。 AppSpec ファイルの間隔。角括弧に含まれた番号は、項目の間に必
要なスペースの数を示します。例:[4]は、項目の間に 4 つのスペースを挿入することを意味します。
CodeDeploy ある場所とスペースの数があると、デバッグが困難なエラーを発生させることがあります。
AppSpec ファイルが正しくありません。
version:[1]version-number
os:[1]operating-system-name
files:
[2]-[1]source:[1]source-files-location
[4]destination:[1]destination-files-location
permissions:
[2]-[1]object:[1]object-specification
[4]pattern:[1]pattern-specification
[4]except:[1]exception-specification
[4]owner:[1]owner-account-name
[4]group:[1]group-name
[4]mode:[1]mode-specification
[4]acls:
[6]-[1]acls-specification
[4]context:
[6]user:[1]user-specification
[6]type:[1]type-specification
[6]range:[1]range-specification
[4]type:
[6]-[1]object-type
hooks:
[2]deployment-lifecycle-event-name:
[4]-[1]location:[1]script-location
[6]timeout:[1]timeout-in-seconds
[6]runas:[1]user-name

正しい間隔が設定された例を次に示します。 AppSpec ファイル:
version: 0.0
os: linux
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files:
- source: /
destination: /var/www/html/WordPress
hooks:
BeforeInstall:
- location: scripts/install_dependencies.sh
timeout: 300
runas: root
AfterInstall:
- location: scripts/change_permissions.sh
timeout: 300
runas: root
ApplicationStart:
- location: scripts/start_server.sh
- location: scripts/create_test_db.sh
timeout: 300
runas: root
ApplicationStop:
- location: scripts/stop_server.sh
timeout: 300
runas: root

間隔の詳細については、YAML の仕様を参照してください。

検証する AppSpec ファイルおよびファイルの場所
ファイル構文
以下を使用できますAWS-提供 AppSpec の内容を検証するためのアシスタントスクリプト AppSpec ファ
イル。スクリプトは、 AppSpec ファイルのテンプレートGitHub。
代わりに、YAML Lint や Online YAML Parser などのブラウザベースのツールを使用して YAML 構文を
チェックすることもできます。
ファイルの場所
配置したことを確認するには AppSpec ファイルをアプリケーションのソースコンテンツのディレクトリ
構造のルートディレクトリで、次のいずれかのコマンドを実行します。
ローカルの Linux、macOS、Unix インスタンスでは、以下を実行します。
ls path/to/root/directory/appspec.yml

そのファイルに AppSpec ファイルがその場所にない場合、「No such file or directory」エラーが表示され
ます。
ローカル Windows インスタンスの場合
dir path\to\root\directory\appspec.yml

そのファイルに AppSpec ファイルがその場所にない場合、「File Not Found」エラーが表示されます。

CodeDeploy エージェント設定リファレン
CodeDeploy エージェントがインストールされている場合、設定ファイルはインスタンスに配置されま
す。この設定ファイルは、インスタンスとやり取りするときに使用する CodeDeploy のディレクトリパス
およびその他の設定を指定します。ファイルの一部の設定オプションは変更できます。
API バージョン 2014-10-06
432

AWS CodeDeploy ユーザーガイド
エージェント設定のリファレンス

Amazon Linux、Ubuntu Server、および Red Hat Enterprise Linux (RHEL) インスタンスの場合、設定ファ
イルはという名前になります。codedeployagent.yml。ファイルは、/etc/codedeploy-agent/
conf ディレクトリに配置されます。
Windows Server インスタンスの場合、設定ファイルはという名前になります。conf.yml。ファイル
は、C:\ProgramData\Amazon\CodeDeploy ディレクトリに配置されます。
設定には以下が含まれます。
:log_aws_wire:

に設定します。trueCodeDeploy エージェントが
Amazon S3 からワイヤログをキャプチャし、とい
う名前のファイルに書き込みます。codedeployagent.wire.logが指す位置にある。:log_dir:設
定設定。

Warning
ワイヤログの取得に必要な時間の
み、:log_aws_wire: を true に設定
する必要があります。codedeployagent.wire.log ファイルは非常に大
きなサイズになる場合があります。この
ファイルのワイヤログ出力には、この設
定がに設定されている間にAmazon S3 と
の間で転送されたファイルのプレーンテ
キストの内容などの重要情報が含まれて
いる場合があります。true。Wire ログ
には、に関連するすべての Amazon S3
アクティビティに関する情報が含まれま
す。AWSこの設定がに設定されている間
のアカウントtrueCodeDeploy デプロイ
に関連するアクティビティだけではあり
ません。
デフォルトの設定は、false です。
この設定は、すべてのインスタンスタイプに適
用されます。この設定を使用できるようにするに
は、この設定を Windows Server インスタンスに追
加する必要があります。
:log_dir:

CodeDeploy エージェントオペレーションに関連す
るログファイルが保存されるインスタンスのフォ
ルダ。
デフォルトの設定は、です。'/var/log/aws/
codedeploy-agent'Amazon Linux、Ubuntu
Server、および RHEL インスタンスの場
合、C:\ProgramData\Amazon\CodeDeploy
\logWindows Server インスタンスの場合。

:pid_dir:

codedeploy-agent.pid が保存されているフォ
ルダ。
このファイルには、CodeDeploy エージェントのプ
ロセス ID (PID) が含まれます。デフォルトの設定
は、'/opt/codedeploy-agent/state/.pid'
です。
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この設定は、Amazon Linux、Ubuntu Server、およ
び RHEL インスタンスのみに適用されます。
:program_name:

CodeDeploy エージェントプログラム名。
デフォルトの設定は、codedeploy-agent です。
この設定は、Amazon Linux、Ubuntu Server、およ
び RHEL インスタンスのみに適用されます。

:root_dir:

関連するリビジョン、デプロイ履歴、およびイン
スタンスのデプロイスクリプトが保存されるフォ
ルダ。
デフォルトの設定は、です。'/opt/
codedeploy-agent/deploymentroot'Amazon Linux、Ubuntu Server、および
RHEL インスタンスの場合、C:\ProgramData
\Amazon\CodeDeployWindows Server インスタ
ンスの場合。

:verbose:

に設定します。trueCodeDeploy エージェントで
インスタンスのデバッグメッセージログファイル
を表示する場合。
デフォルトの設定は、です。falseAmazon
Linux、Ubuntu Server、および RHEL インスタン
スの場合、trueWindows Server インスタンスの
場合。

:wait_between_runs:

保留中のCodeDeploy に対する CodeDeploy エー
ジェントによるポーリング間隔 (秒)。
デフォルトの設定は、1 です。

:on_premises_config_file:

オンプレミスインスタンスの場合、とい
う名前の設定ファイルの別の場所へのパ
ス。codedeploy.onpremises.yml(Ubuntu
Server と RHEL の場合) また
はconf.onpremises.yml(Windows Server)。
デフォルトでは、これらのファイルはに保
存されます。/etc/codedeploy-agent/
conf/codedeploy.onpremises.ymlUbuntu
Server と RHEL とC:\ProgramData\Amazon
\CodeDeploy\conf.onpremises.ymlfor
Windows Server。
バージョン 1.0.1.686 以降のバージョンの
CodeDeploy エージェントで利用できます。

:proxy_uri:

(オプション) CodeDeploy エージェントが
に接続するために使用する HTTP プロキシ
AWSCodeDeploy オペレーション用。https://
user:password@my.proxy:443/path?query
のような形式を使用します。
バージョン 1.0.1.824 以降のバージョンの
CodeDeploy エージェントで利用できます。
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:max_revisions:

(オプション) CodeDeploy エージェントでアーカイ
ブするデプロイグループのアプリケーションリビ
ジョンの数。指定された数を超えるリビジョンは
削除されます。
正の整数を入力します。値を指定しない場
合、CodeDeploy は現在デプロイされたリビジョン
に加えて 5 つの最新のリビジョンを保持します。
バージョン 1.1.1.966 以降のバージョンの
CodeDeploy エージェントでサポートされます。

:enable_auth_policy:

(オプション) に設定します。trueを使用したい
のであればIAM 認証アクセスコントロールを設定
し、CodeDeploy エージェントが使用している IAM
ロールまたはユーザーのアクセス許可を制限しま
す。操作を使用する CodeDeploy Amazon Virtual
Private Cloud (p. 437)の場合、この値は、である
必要がありますtrue。
デフォルトの設定は、false です。

関連トピック
CodeDeploy エージェントの使用 (p. 170)
管理 CodeDeploy エージェントのオペレーション (p. 181)

AWS CloudFormationCodeDeploy リファレンスの
テンプレート
このセクションでは、が導入されています。そのAWS CloudFormationCodeDeploy デプロイと連携する
ように設計されたリソース、変換、フックです。によって管理されるスタックの更新を作成するための
チュートリアルについては、AWS CloudFormationCodeDeploy のフック、を参照してくださいを使用して
Amazon ECS ブルー/グリーンデプロイを作成するAWS CloudFormation (p. 331)

Note
AWS CloudFormationフックは、AWS CloudFormationのコンポーネントAWSおよびは
CodeDeploy ライフサイクルイベントフックとは異なります。
CodeDeploy で利用可能な他のメソッドに加えて、AWS CloudFormationテンプレートを使用して、以下の
タスクを実行します。
• アプリケーションを作成します。
• デプロイグループを作成し、ターゲットリビジョンを指定します。
• デプロイ設定を作成します。
• Amazon EC2 インスタンスを作成します。
AWS CloudFormation は、テンプレートを使用して AWS リソースのモデル化およびセットアップに役立
つサービスです。AWS CloudFormation テンプレートは、JSON 標準に準拠した形式のテキストファイル
です。必要なすべての AWS リソースを記述するテンプレートを作成すると、これらのリソースが AWS
CloudFormation で自動的にプロビジョニングおよび設定されます。
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詳細については、「」を参照してください。とはAWS CloudFormation?そしての使用AWS
CloudFormationテンプレートにAWS CloudFormationユーザーガイド。
を使用する予定の場合AWS CloudFormation組織内の CodeDeploy と互換性があるテンプレートは、管
理者としてにアクセス権を付与する必要があります。AWS CloudFormationそしてにAWSサービスおよ
びアクションAWS CloudFormation依存する。アプリケーション、デプロイグループ、デプロイ設定を作
成するためにアクセス権を付与するには、を使用するの IAM ユーザーに以下のポリシーをアタッチしま
す。AWS CloudFormation:
{

}

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

管理ポリシーの詳細については、以下のトピックを参照してください。
• Amazon EC2 インスタンスを作成する IAM ユーザーにアタッチする必要があるポリシーを表示するに
は、「」を参照してください。CodeDeploy (AWS CloudFormationテンプレート) (p. 218)。
• IAM ユーザーにポリシーをアタッチする方法については、「」を参照してください。マネージドポリ
シーの使用にIAM ユーザーガイド。
• CodeDeploy アクションとリソースの制限されたセットにユーザーを制限する方法については、「」を
参照してください。 CodeDeploy の AWS マネージド (事前定義) ポリシー (p. 377)。
次の表は、AWS CloudFormation テンプレートがユーザーに代わって実行できるアクションを表示
し、AWS リソースタイプに関する詳細情報へのリンクおよび AWS CloudFormation テンプレートに追加
できるプロパティの種類を含んでいます。
アクション

AWS CloudFormation参照

参照タイプ

CodeDeploy アプリケーションを
作成します。

AWS# CodeDeploy# Plac

AWS CloudFormation リソース

アプリケーションリビジョンを
デプロイするのに使用される
デプロイグループの詳細を作成
し、指定します。¹

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup
AWS CloudFormation リソース

デプロイ中に CodeDeploy が使
用するデプロイのルール、デプ
ロイの成功条件、デプロイの失
敗条件を作成します。

AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig
AWS CloudFormation リソース

Amazon EC2 インスタンスを作
成します。²

AWS# EC2# Instance

を使用するAWS CloudFormation AWS::CodeDeployBlueGreen
AWS::CodeDeployBlueGreen変
換
とAWS::CodeDeploy::BlueGreenフッ
クを使用して、スタックの更新
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アクション

AWS CloudFormation参照

参照タイプ

の管理、リソースの作成、およ
び CodeDeploy Blue/Green デプ
ロイのトラフィックのシフトを
3
行います。

AWS::CodeDeploy::BlueGreen

AWS::CodeDeploy::BlueGreen
フックは、AWS CloudFormation
の Hook リソースとして構成さ
れています。フックには、指定
された CodeDeploy ライフサイ
クルイベントフックを指すこと
によって、CodeDeploy AppSpec
ファイルの代わりにパラメータ
が含まれています。

¹ デプロイグループの一部としてデプロイするアプリケーション
リビジョンのバージョンを指定した場合は、プロビジョニング
プロセスが完了するとすぐに、ターゲットリビジョンがデプロイ
されます。テンプレート設定の詳細については、「」を参照して
ください。CodeDeploy DeploymentGroup デプロイリビジョン
SそしてCodeDeploy デプロイ DeploymentGroup デプロイのAWS
CloudFormationユーザーガイド。
² CodeDeploy がサポートされているリージョンで Amazon EC2 イ
ンスタンスを作成するのに使用できるテンプレートを提供します。
これらのテンプレートの使用の詳細については、「CodeDeploy
(AWS CloudFormationテンプレート) (p. 218)」を参照してくださ
い。
3

オこのデプロイ設定では、Amazon ECS Blue/Green デプロイの
みがサポートされていま。を通じた Amazon ECS Blue/Green デプ
ロイのデプロイ設定の詳細については、AWS CloudFormation「」
を参照してください。 のデプロイ設定AWS CloudFormation
ブルー/グリーンデプロイ (Amazon ECS) (p. 264)。を通じた
Amazon ECS Blue/Green デプロイの詳細については、AWS
CloudFormationCodeDeploy でデプロイを表示する方法について
は、「」を参照してください。を使用して Amazon ECS ブルー/グ
リーンデプロイを作成するAWS CloudFormation (p. 331)。

を使用する CodeDeploy Amazon Virtual Private
Cloud
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用して AWS リソースをホストする場合、VPC と
CodeDeploy の間のプライベート接続を確立できます。この接続を使用すると、 CodeDeploy パブリック
インターネットを経由せずに、VPC のリソースと通信できます。
Amazon VPC は、ユーザー定義の仮想ネットワークで AWS リソースを起動するために使用できる AWS
のサービスです。VPC を使用すると、IP アドレス範囲、サブネット、ルートテーブル、ネットワークゲー
トウェイなどのネットワーク設定を制御できます。VPC エンドポイントを使用することで、VPC と AWS
のサービス間のルーティングは AWS ネットワークにより処理され、サービスリソースへのアクセス管理
に IAM ポリシーを使用することができます。
VPC を CodeDeploy に接続するには、CodeDeploy の インターフェイス VPC エンドポイント を定義
します。インターフェイスエンドポイントは、サポートされる AWS サービスを宛先とするトラフィッ
クのエントリポイントとなるプライベート IP アドレスを持つ Elastic Network Interface です。エンドポ
イントは、信頼性が高くスケーラブルなへの接続を提供します CodeDeploy インターネットゲートウェ
イ、ネットワークアドレス変換 (NAT) インスタンス、または VPN 接続を必要としません。詳細について
は、『Amazon VPC ユーザーガイド』の「Amazon VPCとは何か」を参照してください。
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インターフェイス VPC エンドポイントとは AWS PrivateLink と、Elastic Network Interface とプライベー
ト IP アドレスを使用して AWS のサービス間のプライベート通信を可能にする AWS のテクノロジーで
す。詳細については、「AWS PrivateLink」を参照してください。
以下の手順は、Amazon VPC のユーザー向けです。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの開始
方法を参照してください。

可用性
CodeDeploy には 2 つの VPC エンドポイントがあります。 CodeDeploy エージェントオペレーション、お
よびの 1 つ CodeDeploy API オペレーション 次の表では、サポートされているものを示しています。AWS
各エンドポイントのリージョン。
リージョンコード

リージョン名

エージェントエンドポ
イント

API エンドポイント

us-east-1

米国東部(バージニア北
部)

はい

はい

us-east-2

米国東部 (オハイオ)

はい

はい

us-gov-east-1

AWS GovCloud (米国東
部)

いいえ

いいえ

us-gov-west-1

AWS GovCloud (米国西
部)

いいえ

いいえ

us-west-1

米国西部 (北カリフォル
ニア)

はい

はい

us-west-2

米国西部 (オレゴン)

はい

はい

af-south-1

アフリカ (ケープタウン) はい

いいえ

ap-east-1

アジアパシフィック (香
港)

はい

はい

ap-northeast-1

アジアパシフィック (東
京)

はい

はい

ap-northeast-2

アジアパシフィック (ソ
ウル)

はい

はい

ap-northeast-3

アジアパシフィック (大
阪)

はい

いいえ

ap-south-1

アジアパシフィック (ム
ンバイ)

はい

はい

ap-southeast-1

アジアパシフィック (シ
ンガポール)

はい

はい

ap-southeast-2

アジアパシフィック (シ
ドニー)

はい

はい

ap-southeast-3

アジアパシフィック
(ジャカルタ)

いいえ

いいえ

ca-central-1

カナダ (中部)

はい

はい
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リージョンコード

リージョン名

エージェントエンドポ
イント

API エンドポイント

eu-central-1

欧州 (フランクフルト)

はい

はい

eu-north-1

ヨーロッパ (ストックホ
ルム)

はい

はい

eu-west-1

欧州 (アイルランド)

はい

はい

eu-west-2

ヨーロッパ (ロンドン)

はい

はい

eu-west-3

ヨーロッパ (パリ)

はい

はい

eu-south-1

ヨーロッパ (ミラノ)

はい

いいえ

me-south-1

中東 (バーレーン)

はい

はい

sa-east-1

南米 (サンパウロ)

はい

はい

CodeDeploy 用の VPC エンドポイントを作成する
を使い始めるには CodeDeploy VPC を使用して、CodeDeploy のインターフェイス VPC エンドポイント
を作成します。CodeDeploy には、エージェント Git オペレーション用に別々のエンドポイントが必要で
す。 CodeDeploy API オペレーション ビジネスニーズに応じて、複数の VPC エンドポイントを作成する
必要がある場合があります。CodeDeploy 用の VPC エンドポイントを作成するときは、[AWS サービス]
を選択し、[サービス名] で、次のオプションから選択します。
• com.amazonaws.##CodeDeploy: 用の VPC エンドポイントを作成する場合は、このオプションを選択
します。 CodeDeploy API オペレーション たとえば、ユーザがAWS CLIとすると、 CodeDeploy API、
またはAWS対話する SDK CodeDeploy などの操作の場合CreateApplication,GetDeployment, およ
びListDeploymentGroups。
• com.amazonaws.##.codecommand-secure: 用の VPC エンドポイントを作成する場合は、このオプショ
ンを選択します。 CodeDeploy エージェントのオペレーション また、:enable_auth_policy: に
true エージェント設定ファイルで、必要な権限を添付する必要があります 詳細については、「を設定
する CodeDeploy エージェントと IAM アクセス許可 (p. 439)」を参照してください。
Lambda または ECS デプロイを使用している場合は、用の VPC エンドポイントを作成する必要があ
ります。com.amazonaws.region.codedeploy Amazon EC2 デプロイを使用しているお客様について
は、com.amazonaws.region.codedeploy と com.amazonaws.region.codedeploy-commands-secure は
どちらも VPC エンドポイントが必要です

を設定する CodeDeploy エージェントと IAM アクセ
ス許可
CodeDeploy で Amazon VPC エンドポイントを使用するには、:enable_auth_policy: に true EC2
またはオンプレミスインスタンスにあるエージェント設定ファイルに次の値を設定する必要があります。
設定ファイルの形式の詳細については、「CodeDeploy エージェント設定リファレン (p. 432)」を参照し
てください。
オンプレミスインスタンスを使用している場合は、Amazon EC2 インスタンスプロファイルまたは IAM
ユーザーまたはロールに次の IAM アクセス権限を追加する必要があります。
{

"Statement": [
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{

}

]

}

"Action": [
"codedeploy-commands-secure:GetDeploymentSpecification",
"codedeploy-commands-secure:PollHostCommand",
"codedeploy-commands-secure:PutHostCommandAcknowledgement",
"codedeploy-commands-secure:PutHostCommandComplete"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"

詳細については、Amazon VPCユーザーガイドの「インターフェイスエンドポイントの作成」を参照して
ください。

CodeDeploy リソースキット参照
CodeDeploy が依存しているファイルの多くは、一般に公開されています。AWSリージョン固有の
Amazon S3 バケット。これらのファイルには、CodeDeploy エージェントのインストールファイル、テン
プレート、サンプルアプリケーションファイルがあります。この一連のファイルを CodeDeploy リソース
キットと呼びます。
トピック
• リソースキットのバケット名 (リージョン別) (p. 440)
• リソースキットの内容 (p. 441)
• リソースキットのファイルを一覧表示します。 (p. 442)
• リソースキットファイルをダウンロードする (p. 443)

リソースキットのバケット名 (リージョン別)
この表は、本ガイドの一部の手順で必要な bucket-name を置換する名前の一覧です。これら
は、CodeDeploy リソースキットファイルが含まれている Amazon S3 バケットの名前です。

Note
アジアパシフィック (香港) リージョンの Amazon S3 バケットにアクセスするには、AWSアカウ
ント. 詳細については、AWS リージョンの管理を参照してください。
リージョン名

buck-name置き換え

リージョン識別子

米国東部 (オハイオ)

aws-codeploy-us-east-2

us-east-2

米国東部 (バージニア北部)

aws-codeploy-us-east-1

us-east-1

米国西部 (北カリフォルニア)

aws-codeploy-us-west-1

us-west-1

米国西部 (オレゴン)

aws-codeploy-us-west-2

us-west-2

カナダ (中部)

aws-codeploy-ca-c-c-ca-

ca-central-1

欧州 (アイルランド)

aws-codeploy-eu-west-1

eu-west-1

欧州 (ロンドン)

aws-codeploy-eu-west-2

eu-west-2

欧州 (パリ)

aws-codeploy-eu-west-3

eu-west-3
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リージョン名

buck-name置き換え

リージョン識別子

欧州 (フランクフルト)

aws-codeploy-eu-central-1

eu-central-1

欧州 (ストックホルム)

aws-codeploy-u-north-1

eu-north-1

ヨーロッパ (ミラノ)

aws-codepy-eu-south-1

eu-south-1

アジアパシフィック (香港)

aws-codedeploy-ap-east-1

ap-east-1

アジアパシフィック (東京)

aws-codedeploy-ap-northeast-1

ap-northeast-1

アジアパシフィック (ソウル)

aws-codedeploy-ap-northeast-2

ap-northeast-2

アジアパシフィック (シンガポー
ル)

aws-codedeploy-ap-southeast-1

ap-southeast-1

アジアパシフィック (シドニー)

aws-codedeploy-ap-southeast-2

ap-southeast-2

アジアパシフィック (ムンバイ)

aws-codedeploy-ap-south-1

ap-south-1

南米 (サンパウロ)

aws-codeploy-sa-east-1

sa-east-1

中東 (バーレーン)

aws-codeploy-me-south-1

me-south-1

アフリカ (ケープタウン)

aws-codeploy-af-south-1

af-south-1

AWS GovCloud (米国東部)

aws-codeploy-us-gov-east-1

us-gov-east-1

AWS GovCloud (米国西部)

aws-codeploy-us-gov-west-1

us-gov-west-1

リソースキットの内容
次の表に、CodeDeploy リソースキットのファイルを一覧表示します。
ファイル

説明

LATEST_VERSION

Amazon EC2 Systems Manager などの更新メカニ
ズムによって使用されるファイルで、CodeDeploy
エージェントの最新バージョンを特定します。

VERSION

自動更新メカニズムは CodeDeploy エージェント
バージョン 1.1.0 で削除され、このファイルは使用
されなくなりました。インスタンスで実行されて
いるときにCodeDeploy エージェントが自身を更新
するために使用するファイル。

codedeploy-agent.noarch.rpm

Amazon Linux および Red Hat Enterprise Linux
(RHEL) 用の CodeDeploy エージェント。同じベー
スファイル名で、異なるバージョン (-1.0-0 など)
の複数のファイルが存在することがあります。

codedeploy-agent_all.deb

Ubuntu サーバー用の CodeDeploy エージェン
ト。同じベースファイル名で、異なるバージョン
(_1.0-0 など) の複数のファイルが存在することが
あります。

codedeploy-agent.msi

Windows サーバー用の CodeDeploy エージェン
ト。同じベースファイル名で、異なるバージョン
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ファイル

説明
(-1.0-0 など) の複数のファイルが存在することが
あります。

install

CodeDeploy エージェントをより簡単にインストー
ルするために使用できるファイル。

CodeDeploy_SampleCF_Template.json

AnAWS CloudFormationAmazon Linux または
Windows Server を実行する 1 つから 3 つの
Amazon EC2 インスタンスを起動するために使用
できるテンプレート。同じベースファイル名で、
異なるバージョン (-1.0.0 など) の複数のファイ
ルが存在することがあります。

CodeDeploy_SampleCF_ELB_Integration.jsonApache ウェブサーバー上で実行される負荷
分散されたサンプルウェブサイトの作成に使
用できる AWS CloudFormation テンプレー
ト。アプリケーションは、作成されたリージョ
ン内のすべてのアベイラビリティーゾーンに
分散されるように設定されます。このテンプ
レートでは、3 つの Amazon EC2 インスタン
スと、Amazon S3、Amazon EC2 インスタン
スと、Amazon EC2 Auto Scaling、Amazon
EC2 Auto Scaling、Amazon S3、Amazon EC2
Auto Scaling、AWS CloudFormation、Elastic
Load Balancing。また、ロードバランサーと
CodeDeploy サービスロールも作成されます。
SampleApp_ELB_Integration.zip

Elastic Load Balancing ロードバランサーに登録さ
れた Amazon EC2 インスタンスにデプロイできる
サンプルのアプリケーションリビジョン。

SampleApp_Linux.zip

Amazon Linux を実行する Amazon EC2 インスタ
ンス、Ubuntu Server または RHEL インスタンス
にデプロイできるサンプルのアプリケーションリ
ビジョン。同じベースファイル名で、異なるバー
ジョン (-1.0 など) の複数のファイルが存在する
ことがあります。

SampleApp_Windows.zip

Windows Server インスタンスにデプロイできるサ
ンプルのアプリケーションリビジョン。同じベー
スファイル名で、異なるバージョン (-1.0 など)
の複数のファイルが存在することがあります。

リソースキットのファイルを一覧表示します。
ファイルの一覧を表示するには、使用しているリージョンの aws s3 ls コマンドを使用します。

Note
各バケットのファイルは、対応するリージョンのリソースで作業するように設計されています。
•
•

aws s3 ls --recursive s3://aws-codedeploy-us-east-2 --region us-east-2
aws s3 ls --recursive s3://aws-codedeploy-us-east-1 --region us-east-1
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aws s3 ls --recursive s3://aws-codedeploy-us-west-1 --region us-west-1
aws s3 ls --recursive s3://aws-codedeploy-us-west-2 --region us-west-2
aws s3 ls --recursive s3://aws-codedeploy-ca-central-1 --region ca-central-1
aws s3 ls --recursive s3://aws-codedeploy-eu-west-1 --region eu-west-1
aws s3 ls --recursive s3://aws-codedeploy-eu-west-2 --region eu-west-2
aws s3 ls --recursive s3://aws-codedeploy-eu-west-3 --region eu-west-3
aws s3 ls --recursive s3://aws-codedeploy-eu-central-1 --region eu-central-1
aws s3 ls --recursive s3://aws-codedeploy-ap-east-1 --region ap-east-1
aws s3 ls --recursive s3://aws-codedeploy-ap-northeast-1 --region ap-northeast-1
aws s3 ls --recursive s3://aws-codedeploy-ap-northeast-2 --region ap-northeast-2
aws s3 ls --recursive s3://aws-codedeploy-ap-southeast-1 --region ap-southeast-1
aws s3 ls --recursive s3://aws-codedeploy-ap-southeast-2 --region ap-southeast-2
aws s3 ls --recursive s3://aws-codedeploy-ap-south-1 --region ap-south-1
aws s3 ls --recursive s3://aws-codedeploy-sa-east-1 --region sa-east-1

リソースキットファイルをダウンロードする
ファイルをダウンロードするには、使用しているリージョンの aws s3 cp コマンドを使用します。

Note
最後にピリオド (.) を使用してください。このコマンドは、現在のディレクトリにファイルをダ
ウンロードします。
たとえば、次のコマンドは、バケットの /samples/latest/ フォルダの 1 つから
SampleApp_Linux.zip という名前の 1 つのファイルをダウンロードします。
•
•
•
•

aws s3 cp s3://aws-codedeploy-us-east-2/samples/latest/SampleApp_Linux.zip . --region useast-2
aws s3 cp s3://aws-codedeploy-us-east-1/samples/latest/SampleApp_Linux.zip . --region useast-1
aws s3 cp s3://aws-codedeploy-us-west-1/samples/latest/SampleApp_Linux.zip . --region uswest-1
aws s3 cp s3://aws-codedeploy-us-west-2/samples/latest/SampleApp_Linux.zip . --region uswest-2
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aws s3 cp s3://aws-codedeploy-ca-central-1/samples/latest/SampleApp_Linux.zip . --region
ca-central-1
aws s3 cp s3://aws-codedeploy-eu-west-1/samples/latest/SampleApp_Linux.zip . --region euwest-1
aws s3 cp s3://aws-codedeploy-eu-west-2/samples/latest/SampleApp_Linux.zip . --region euwest-2
aws s3 cp s3://aws-codedeploy-eu-west-3/samples/latest/SampleApp_Linux.zip . --region euwest-3
aws s3 cp s3://aws-codedeploy-eu-central-1/samples/latest/SampleApp_Linux.zip . --region
eu-central-1
aws s3 cp s3://aws-codedeploy-ap-east-1/samples/latest/SampleApp_Linux.zip . --region apeast-1
aws s3 cp s3://aws-codedeploy-ap-northeast-1/samples/latest/SampleApp_Linux.zip . -region ap-northeast-1
aws s3 cp s3://aws-codedeploy-ap-northeast-2/samples/latest/SampleApp_Linux.zip . -region ap-northeast-2
aws s3 cp s3://aws-codedeploy-ap-southeast-1/samples/latest/SampleApp_Linux.zip . -region ap-southeast-1
aws s3 cp s3://aws-codedeploy-ap-southeast-2/samples/latest/SampleApp_Linux.zip . -region ap-southeast-2
aws s3 cp s3://aws-codedeploy-ap-south-1/samples/latest/SampleApp_Linux.zip . --region
ap-south-1
aws s3 cp s3://aws-codedeploy-sa-east-1/samples/latest/SampleApp_Linux.zip . --region saeast-1

すべてのファイルをダウンロードするには、リージョンで次のコマンドの 1 つを使用します。
•
•
•
•
•
•
•

aws s3 cp --recursive s3://aws-codedeploy-us-east-2 . --region us-east-2
aws s3 cp --recursive s3://aws-codedeploy-us-east-1 . --region us-east-1
aws s3 cp --recursive s3://aws-codedeploy-us-west-1 . --region us-west-1
aws s3 cp --recursive s3://aws-codedeploy-us-west-2 . --region us-west-2
aws s3 cp --recursive s3://aws-codedeploy-ca-central-1 . --region ca-central-1
aws s3 cp --recursive s3://aws-codedeploy-eu-west-1 . --region eu-west-1
aws s3 cp --recursive s3://aws-codedeploy-eu-west-2 . --region eu-west-2
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

aws s3 cp --recursive s3://aws-codedeploy-eu-west-3 . --region eu-west-3
aws s3 cp --recursive s3://aws-codedeploy-eu-central-1 . --region eu-central-1
aws s3 cp --recursive s3://aws-codedeploy-ap-east-1 . --region ap-east-1
aws s3 cp --recursive s3://aws-codedeploy-ap-northeast-1 . --region ap-northeast-1
aws s3 cp --recursive s3://aws-codedeploy-ap-northeast-2 . --region ap-northeast-2
aws s3 cp --recursive s3://aws-codedeploy-ap-southeast-1 . --region ap-southeast-1
aws s3 cp --recursive s3://aws-codedeploy-ap-southeast-2 . --region ap-southeast-2
aws s3 cp --recursive s3://aws-codedeploy-ap-south-1 . --region ap-south-1
aws s3 cp --recursive s3://aws-codedeploy-sa-east-1 . --region sa-east-1

CodeDeploy 限界
以下の表では、での制限について説明します。 CodeDeploy。

Note
以下の操作を実行できます。制限の引き上げのリクエスト向けの CodeDeploy にリストされてい
る制限について説明しますAWSサービス制限のAmazon Web Services 全般リファレンス。デプロ
イで実行できる時間数の制限を引き上げることはできません。
トピック
• アプリケーション (p. 445)
• アプリケーションリビジョン (p. 446)
• デプロイ (p. 446)
• デプロイ設定 (p. 447)
• デプロイグループ (p. 448)
• インスタンス (p. 448)

アプリケーション
1 つのリージョン内の 1 つの AWS アカウントに関
連付けられるアプリケーションの最大数

1000

アプリケーション名の最大文字数

100

アプリケーション名に使用できる文字

文字 (a-z, A-Z)、数字 (0-9)、ピリオド (.)、アン
ダースコア (_)、+ (プラス記号)、= (等号)、, (コン
マ)、@ (アットマーク)、- (マイナス記号)。

に渡すことができるアプリケーションの最大
数BatchGetApplicationsAPI アクション

100
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の最大数 GitHub 1 つの接続トークンAWSアカウン
ト

25

アプリケーションリビジョン
アプリケーションリビジョン名の最大文字数

100

EC2/オンプレミスアプリケーションリビジョンに
使用できるファイルタイプ

拡張子が .zip または .tar のアーカイブファイ
ル、および拡張子が .tar.gz の圧縮アーカイブ
ファイル。
と互換性のあるアーカイブまたは圧縮アーカイブ
ファイル CodeDeploy アプリケーション仕様ファ
イルを 1 つ含める必要があります (AppSpec とい
う名前での Bluetoothappspec.yml。

AWS Lambda および Amazon ECS アプリケー
ションのリビジョンに使用できるファイルタイプ

1 つの AppSpec という名前でファイル
をappspec.yaml、または拡張子の付いた圧縮
ファイル.zipまたは.tar.gzそれにはシングルが
含まれています AppSpec という名前でファイル
をappspec.yaml。

デプロイ
デプロイグループへの同時デプロイの最大数¹

1

AWS アカウントに関連付けられる同時デプロイの
最大数²

1000

EC2/オンプレミスインプレースデプロイで実行で
きる最大時間数

8

EC2/オンプレミス環境へトラフィックが移行され
るまでの最大時間数

48

Amazon ECS の Blue/Green デプロイにおいて置
き換え先環境へトラフィックが移行されるまでの
最大時間数

120

EC2/オンプレミスまたは Amazon ECS の Blue/
Green デプロイにおいて、デプロイが完了してか
ら元の環境が終了するまでの最大時間数

48

EC2/オンプレミスの Blue/Green デプロイで実行で 109 時間 (上記の 2 つの各制限に 48 時間) + 発生す
きる最大時間数
る可能性のある 13 のライフサイクルイベント に
対して 1 時間
AWS Lambda デプロイで実行できる最大時間数

50 時間 (最初からの最後のトラフィック移行まで
の最大時間 48 時間 + 発生する可能性のある 2 つ
のライフサイクルフックに 1 時間)

デプロイライフサイクルイベントが完了しなかっ
た場合に失敗するまでの最大時間 (秒)

3600
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デプロイの説明の最大文字数

256

に渡すことができるデプロイの最大
数BatchGetDeploymentsAPI アクション

100

デプロイが失敗するまでの最大分数 (次の操作の後
でライフサイクルイベントが開始しない場合):

5

• コンソールまたは AWS CLI デプロイの作成 コ
マンドを使用してデプロイがトリガーされた場
合。
• 前のライフサイクルイベントが完了した場合。
Blue/Green デプロイがデプロイに成功した後、元
のデプロイからインスタンスを終了するまでの最
大待機時間 (分)

2800

Amazon ECS デプロイ中のトラフィックルートに
おけるリスナーの最大数

1

¹ この制限は、同じデプロイグループに対して同じアプリケーションを間違って同時デプロイすることに
防ぐためのものです。
² Amazon EC2 Auto Scaling のスケールアップされた Amazon EC2 インスタンスへの各デプロイは単一
の同時デプロイとしてカウントされます。スケールアップされた Amazon EC2 インスタンスが複数のア
プリケーションに関連付けられている場合、各アプリケーションに対する追加の同時デプロイが生成さ
れます。たとえば、5 つの Amazon EC2 インスタンスによってスケールアップした Amazon EC2 Auto
Scaling グループが 1 つのアプリケーションに関連付けられている場合、5 つの同時デプロイが生成され
ます。同じ 5 つのスケールアップされた Amazon EC2 インスタンスが 2 つの追加アプリケーションに関
連付けられている場合、10 の追加の同時デプロイを生成します。

デプロイ設定
AWS アカウントに関連付けられるカスタムデプロ
イ設定の最大数

200

HOST_COUNT の最小の正常なインスタンス設定
に使用できる値

任意の正の整数または 0 (ゼロ)。ゼロ (0) の場合、
すべてのインスタンスを一度にデプロイします。

FLEET_PERCENT の最小の正常なインスタンス設
定に使用できる値

任意の 100 未満の正の整数か 0 (ゼロ)。ゼロ (0) の
場合、すべてのインスタンスを一度にデプロイし
ます。

カスタムデプロイ設定名の最大文字数

100

カスタムデプロイ設定名に使用できる文字

文字 (a-z, A-Z)、数字 (0-9)、ピリオド (.)、アン
ダースコア (_)、+ (プラス記号)、= (等号)、, (コン
マ)、@ (アットマーク)、- (マイナス記号)。

カスタムデプロイ設定名に使用できないプレ
フィックス

CodeDeployDefault.

AWS Lambda の canary デプロイまたはリニアデ
プロイにおいて、最初のトラフィック移行から最
後のトラフィック移行までの最大時間 (分)

2880
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Canary または線形のデプロイ設定を使用する
AWS Lambda デプロイにおいて、1 回の増分で移
行できるトラフィックの最大割合。

99

デプロイグループ
1 つのアプリケーションに関連付けられるデプロイ 1000
グループの最大数
デプロイグループのタグの最大数

10

デプロイグループの Amazon EC2 Auto Scaling グ
ループの最大数

10

デプロイグループ名の最大文字数

100

デプロイグループ名に使用できる文字

文字 (a-z, A-Z)、数字 (0-9)、ピリオド (.)、アン
ダースコア (_)、+ (プラス記号)、= (等号)、, (コン
マ)、@ (アットマーク)、- (マイナス記号)。

デプロイグループのイベント通知トリガーの最大
数

10

Amazon ECS サービスに関連付けることができる
デプロイグループの最大数

1

インスタンス
1 つのデプロイ内のインスタンスの最大数

1000

タグキーの最大文字数

128

タグ値の最大文字数

256

に渡すことができるインスタンスの最大
数BatchGetOnPremisesInstancesAPI アクション

100

進行中かつ 1 つのアカウントに関連付けられてい
る同時デプロイで使用できるインスタンスの最大
数

1000

AWS SDK for Ruby の必須バージョン

2.1.2またはそれ以前のバージョン CodeDeploy
1.0.1.880 より前のエージェントバージョン
2.2またはそれ以前のバージョン CodeDeploy エー
ジェントバージョン 1.0.1.880 以降
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トラブルシューティング CodeDeploy
このセクションのトピックは、 CodeDeployを使用するときに発生することがある問題やエラーの解決に
お使いください。

Note
多くのデプロイ失敗の原因を特定するには、デプロイプロセスで作成されたログファイルを確認
できます。分かりやすいように、インスタンス別に表示するのではなく、Amazon CloudWatch
Logs を使用してログファイルを集中的にモニタリングすることをお勧めします。詳細について
は、「Monitoring Deployments with Amazon CloudWatch Tools (p. 353)」を参照してください。
トピック
• 一般的なトラブルシューティングの問題 (p. 449)
• EC2/オンプレミスのデプロイに関する問題のトラブルシューティング (p. 452)
• AWS Lambda デプロイに関する問題のトラブルシューティング (p. 462)
• デプロイグループの問題のトラブルシューティング (p. 462)
• インスタンスの問題のトラブルシューティング (p. 463)
• GitHub トークンの問題のトラブルシューティング (p. 464)
• Amazon EC2 Auto Scaling の問題のトラブルシューティング (p. 465)
• のエラーコードAWS CodeDeploy (p. 476)

一般的なトラブルシューティングの問題
トピック
• 一般的なトラブルシューティングのチェックリスト (p. 449)
• CodeDeploy デプロイリソースは、一部のAWSリージョンでのみサポートされています。 (p. 450)
• このガイドの手順が CodeDeploy コンソールと一致しない (p. 451)
• 必要な IAM ロールを取得できない (p. 451)
• AppSpec一部のテキストエディターを使用してファイルやシェルスクリプトを作成すると、デプロイ
が失敗することがあります。 (p. 451)
• macOS の Finder を使用してアプリケーションリビジョンをバンドルすると、デプロイが失敗するこ
とがある (p. 452)

一般的なトラブルシューティングのチェックリスト
次のチェックリストを使用して、失敗したデプロイをトラブルシューティングできます。
1. デプロイが失敗した理由を確認するには、「CodeDeploy デプロイの詳細を表示する (p. 333)」および
「View Instance Details (p. 255)」を参照してください。原因を特定できない場合は、このチェックリス
トの項目を確認します。
2. インスタンスが正しく設定されているかどうかを確認します。
• インスタンスは、指定された EC2 キーペアで起動されましたか? 詳細については、Linux インスタン
ス用 Amazon EC2 ユーザーガイド の「EC2 のキーペア」を参照してください。
• 正しい IAM インスタンスプロファイルがインスタンスにアタッチされていますか? 詳細について
は、CodeDeploy で動作するように Amazon EC2 インスタンスを設定する (p. 225) および ステップ
4: Amazon EC2 インスタンスの IAM インスタンスプロファイルを作成する (p. 40) を参照してくださ
い。
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• インスタンスにタグが付けられていますか? 詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2
ユーザーガイド の、「コンソールのタグ付け」を参照してください。
• CodeDeploy エージェントはインスタンスにインストール後、更新、実行されていますか? 詳細につ
いては、「管理 CodeDeploy エージェントのオペレーション (p. 181)」を参照してください。インス
トールされているエージェントのバージョンを確認するには、「 CodeDeploy エージェントのバー
ジョンの特定 (p. 183)」を参照してください。
3. アプリケーションとデプロイグループの設定を確認します。
• アプリケーション設定を確認するには、「CodeDeploy でアプリケーションの詳細を表示す
る (p. 277)」を参照してください。
• デプロイグループの設定を確認するには、「CodeDeploy でデプロイグループの詳細を表示す
る (p. 295)」を参照してください。
4. アプリケーションリビジョンが正しく設定されていることを確認します
• AppSpec ファイルの形式を確認します。詳細については、CodeDeploy のリビジョンにアプリケー
ション仕様ファイルを追加する (p. 302) および CodeDeploy AppSpec ファイルリファレンス (p. 399)
を参照してください。
• Amazon S3 GitHub バケットまたはリポジトリをチェックし、アプリケーションリビジョンが予期さ
れている場所にあることを確認します。
• CodeDeploy アプリケーションリビジョンの詳細を調べ、正しく登録されていることを確認します。
詳細については、「CodeDeploy を使用してアプリケーションリビジョン詳細を表示する (p. 313)」
を参照してください。
• Amazon S3 からデプロイする場合は、Amazon S3 バケットをチェックし、 CodeDeploy アプリケー
ションリビジョンをダウンロードするアクセス許可が Amazon S3 バケットに付与されていることを
確認します。バケットポリシーの詳細については、デプロイの前提条件 (p. 318) を参照してくださ
い。
• からデプロイする場合は、 GitHub リポジトリをチェックし GitHub、アプリケーションリビジョンを
ダウンロードするアクセス許可が割り当てられていることを確認します CodeDeploy。詳細について
は、CodeDeploy を使用してデプロイを作成する (p. 318) および CodeDeploy でアプリケーションを
使用した GitHub 認証 (p. 61) を参照してください。
5. サービスロールが正しく設定されているかどうかを確認します。詳細については、「ステップ 2:
CodeDeploy のサービスロールの作成 (p. 33)」を参照してください。
6. 「CodeDeploy の開始方法 (p. 33)」のステップに従って次の操作を行ったことを確認します。
• IAM ユーザーにポリシーを添付する。
• AWS CLI をインストールまたはアップグレードして設定する。
• IAM インスタンスプロファイルとサービスロールを作成する。
詳細については、「AWS CodeDeploy のためのアイデンティティおよびアクセス管理 (p. 370)」を参照
してください。
7. AWS CLI バージョン 1.6.1 以降を使用していることを確認する。インストールしたバージョンを確認す
るには、aws --version を呼び出します。
それでも失敗したデプロイをトラブルシューティングできない場合は、このトピックの他の問題を確認し
ます。

CodeDeploy デプロイリソースは、一部のAWSリー
ジョンでのみサポートされています。
CodeDeploy またはコンソールからアプリケーション、デプロイグループ、インスタンス、またはその他
のデプロイリソースが表示されない、またはアクセスできない場合は、「AWS全般のリファレンス」の
「AWSリージョンとエンドポイント」にリストされているリージョンのいずれかを参照していることを確
認してください。AWS CLI
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CodeDeploy デプロイで使用される EC2 インスタンスと Amazon EC2 Auto Scaling グループは、これらの
いずれかのAWSリージョンで起動し、作成する必要があります。
AWS CLI を使用している場合は、AWS CLI から aws configure コマンドを実行します。次に、デフォルト
の AWS リージョンを表示および設定できます。
CodeDeploy コンソールを使用している場合は、ナビゲーションバーのリージョンセレクタから、サポー
トされているいずれかのAWSリージョンを選択します。

Important
中国 (北京) リージョンまたは中国 (寧夏)でサービスを使用するには、そのリージョンのアカウ
ントと認証情報が必要です。他の AWS リージョンのアカウントや認証情報は、北京と寧夏リー
ジョンでは機能せず、その逆もまた同様です。
CodeDeploy リソースキットのバケット名やエージェントのインストール手順など、 CodeDeploy
中国リージョン向けのいくつかのリソースに関する情報は、今回の「CodeDeploy ユーザーガイ
ド」には含まれていません。
詳細については:
• CodeDeploy「中国 (北京)AWS リージョンのはじめに」
• CodeDeploy 中国地域向けユーザーガイド (英語版 | 中国語版)

このガイドの手順が CodeDeploy コンソールと一致し
ない
このガイドの手順は、新しいコンソールデザインで記述されています。古いバージョンのコンソールを使
用した場合、古い概念が反映され、本ガイドの基本的な手順がそのまま適用されます。新しいコンソール
のヘルプにアクセスするには、情報アイコンを選択します。

必要な IAM ロールを取得できない
AWS CloudFormation スタックの一部として作成された IAM インスタンスプロファイルまたはサービ
スロールに依存している場合は、スタックを削除すると、すべての IAM ロールも削除されます。これ
が、IAM ロールが IAM コンソールに表示されなくなり、 CodeDeploy 予期どおり動作しなくなる理由と考
えられます。この問題を解決するには、削除された IAM ロールを再作成する必要があります。

AppSpec一部のテキストエディターを使用してファイ
ルやシェルスクリプトを作成すると、デプロイが失敗
することがあります。
テキストエディタによっては、不適合で非表示の文字がファイルに含まれる場合があります。テキストエ
ディタを使用して、Amazon Linux、Ubuntu Server、または RHEL AppSpec インスタンスで実行するファ
イルやシェルスクリプトファイルを作成または変更すると、これらのファイルに依存するデプロイは失敗
する可能性があります。 CodeDeploy これらのファイルをデプロイ中に使用したときに、このような文字
が存在すると、 hard-to-troubleshoot AppSpec ファイルの検証エラーにつながり、スクリプトの実行が失
敗する可能性があります。
CodeDeploy コンソールのデプロイのイベント詳細ページで、[ログを表示する] を選択します。
(または、AWS CLI を使用して get-deployment-instance コマンドを呼び出します)。invalid
character、command not found、file not found のようなエラーを探します。
この問題に対処するには、次のことをお勧めします。
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• キャリッジリターン (文字)^M AppSpec などの印刷されない文字をファイルやシェルスクリプトファイ
ルに取り込むテキストエディタは使用しないでください。
• AppSpec ファイルやシェルスクリプトファイル内のキャリッジリターンなどの印刷されない文字を表示
するテキストエディタを使用すると、発生する可能性のある文字を見つけて削除できます。このような
タイプのテキストエディタの例については、インターネットで「改行を表示するテキストエディタ」を
検索します。
• Amazon Linux、Ubuntu サーバー、または RHEL インスタンスで動作するテキストエディタを使用し
て、Amazon Linux、Ubuntu サーバー、または RHEL インスタンスで動作するシェルスクリプトファ
イルを作成してください。このようなタイプのテキストエディタの例については、インターネットで
「Linux シェルスクリプトエディタ」を検索します。
• Windows または macOS でテキストエディタを使用して、Amazon Linux、Ubuntu Server、 または
RHEL インスタンスで実行するシェルスクリプトファイルを作成する場合は、Windows または macOS
形式のテキストを Unix 形式に変換するプログラムまたはユーティリティを使用する。このようなプロ
グラムとユーティリティの例については、インターネットで「DOS から UNIX へ」または「Mac から
UNIX へ」を検索します。必ず、ターゲットのオペレーティングシステムで、変換されたシェルスクリ
プトファイルをテストします。

macOS の Finder を使用してアプリケーションリビ
ジョンをバンドルすると、デプロイが失敗することが
ある
Mac の Finder グラフィカルユーザーインタフェース (GUI) アプリケーションを使用して、 AppSpec
ファイルおよび関連ファイルとスクリプトをアプリケーションリビジョンのアーカイブ (.zip) ファイル
にバンドル (zip) すると、デプロイが失敗する場合があります。これは、Finder が .zip ファイルに中間の
__MACOSX フォルダを作成し、そこにコンポーネントファイルを配置するためです。 CodeDeploy コン
ポーネントファイルが見つからないため、デプロイは失敗します。
この問題に対応するには、AWS CLI を使用して push コマンドを呼び出すことをお勧めします。これによ
り、コンポーネントファイルは所定の構造に zip 形式で圧縮されます。または、GUI の代わりにターミナ
ルを使用してコンポーネントファイルを zip 圧縮できます。ターミナルでは、中間の __MACOSX フォルダ
は作成されません。

EC2/オンプレミスのデプロイに関する問題のトラ
ブルシューティング
トピック
• CodeDeployエージェントが Windows 2016 で起動できない (p. 453)
• CodeDeploy CommandPollerプラグインの認証情報不足エラー (p. 453)
• 「PKCS7 署名メッセージの検証に失敗しました」というメッセージでデプロイが失敗する (p. 454)
• 同じデプロイ先のインスタンスに対する同じファイルのデプロイや再デプロイは失敗し、「指定
したファイルはこの場所に既に存在するため、デプロイに失敗しました」というエラーが返されま
す。 (p. 454)
• ファイルパスが長いと、「そのようなファイルまたはディレクトリがありません」というエラーが発
生します (p. 456)
• 長時間実行されているプロセスにより、デプロイが失敗することがある (p. 456)
• デプロイログにエラーが報告されていない、 AllowTraffic 失敗したライフサイクルイベントのトラブル
シューティング (p. 458)
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• 失敗した ApplicationStop BeforeBlockTraffic、 AfterBlockTraffic またはデプロイライフサイクルイベン
トのトラブルシューティング (p. 458)
• DownloadBundle 失敗したデプロイライフサイクルイベントのトラブルシューティング UnknownError:
読み取り用に開かれていません (p. 459)
• スキップされたすべてのライフサイクルイベントのエラーをトラブルシューティングする (p. 460)
• Windows PowerShell PowerShell スクリプトがデフォルトで Windows の 64 ビットバージョンを使用
できない (p. 461)

Note
多くのデプロイ失敗の原因は、デプロイプロセス中に作成されたログファイルを確認して特定
できます。分かりやすいように、インスタンス別に表示するのではなく、Amazon CloudWatch
Logs を使用してログファイルを集中的にモニタリングすることをお勧めします。詳細について
は、「 CodeDeploy CloudWatch ログコンソールでのログの表示」を参照してください。

CodeDeployエージェントが Windows 2016 で起動で
きない
Windows 2016 CodeDeploy でエージェントインストーラファイル (CodeDeploy-agent.msi) を実行
すると、.mファイルが起動せず、以下のエラーが、以下のエラーが、以下のエラーが .mmmmm ファイ
ルが起動せず、以下のエラーが、以下のエラーが .mmmmmm ファイルが起動せず、C:\Windows\TEMP
\CodeDeploy-agent.msi_installer.log
Error 1920 Service 'CodeDeploy Host Agent Service' (CodeDeployagent) failed to
start. Verify that you have sufficient privileges to start system services.
このエラーは、Windows Defender のアンチウイルスソフトウェアが CodeDeploy-agent.msi ファイル
の実行をブロックしているために発生します。
この問題を解決するには、エージェントインストーラを実行する前に、Windows Defender の除外を追加
する必要があります。

Windows Defender の除外を追加するには
1.

次の Powershell ステートメントを使用して、除外を追加します。必ず管理者として実行してくださ
い。
Write-Host ("Adding Windows Defender exclude for CodeDeploy...")
Add-MpPreference -ExclusionPath ("C:\ProgramData\Amazon\CodeDeploy","$env:windir\Temp")

2.

エージェントのインストール前に、カスタム AMI の一部として、または Systems Manager を使用し
て除外を追加します。ユーザーデータの一部としてエージェントをインストールする場合は、エー
ジェントのインストールスクリプトの 1 ステップ前に除外を追加してください。
詳細については、「のインストール CodeDeploy Windows サーバー用エージェントで
す。 (p. 189)」、「Systems Manager Run Command を使ったコマンドの実行」、および「起動時の
Windows インスタンスでのコマンドの実行」を参照してください。

CodeDeploy CommandPollerプラグインの認証情報不
足エラー
InstanceAgent::Plugins::CodeDeployPlugin::CommandPoller: Missing credentials please check if this instance was started with an IAM instance profile のようなエ
ラーが表示された場合は、次のいずれがが原因の可能性があります。
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• デプロイ先のインスタンスに、関連付けられている IAM インスタンスプロファイルがない。
• IAM インスタンスプロファイルに、適切なアクセス許可が設定されていない。
IAM インスタンスプロファイルによって、 CodeDeploy エージェントは Amazon S3 CodeDeploy と通信
し、リビジョンをダウンロードするアクセス許可をエージェントに付与します。EC2 インスタンスの場合
は、「AWS CodeDeploy のためのアイデンティティおよびアクセス管理 (p. 370)」を参照してください。
オンプレミスインスタンスの場合は、Working with On-Premises Instances (p. 227) を参照してください。

「PKCS7 署名メッセージの検証に失敗しました」と
いうメッセージでデプロイが失敗する
このエラーメッセージは、SHA-1 ハッシュアルゴリズムのみをサポートするバージョ
ンの CodeDeploy エージェントをインスタンスが実行していることを示します。SHA-2
ハッシュアルゴリズムのSupport は、2015 年 11 月にリリースされたバージョン
1.0.1.0.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. CodeDeploy 2016 年 10 月 17
日から、バージョン 1.0.1.0.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
CodeDeploy 詳細については、「AWSSSL 証明書のハッシュアルゴリズムを SHA256 に変更すること」、
「NOTICE: バージョン 1.0.1.85 CodeDeploy より古いホストエージェントを使用停止にする」、および
「」を参照してくださいの更新 CodeDeploy エージェント (p. 194)。

同じデプロイ先のインスタンスに対する同じファイル
のデプロイや再デプロイは失敗し、「指定したファイ
ルはこの場所に既に存在するため、デプロイに失敗し
ました」というエラーが返されます。
CodeDeploy ファイルをデプロイしようとして、指定したデプロイ先のインスタンスに同じファイルが既
に存在している場合、そのインスタンスへのデプロイは失敗する場合があります。「指定したファイル
はこの場所 (location-name) に既に存在しているため、デプロイに失敗しました」というエラーメッ
セージが返される場合があります。このエラーが発生するのは、デプロイごとに CodeDeploy では最初
にクリーンアップログファイルにリストされているすべてのファイルを以前のデプロイから削除するため
です。このクリーンアップファイルにリストされていないファイルがデプロイ先のフォルダにあると、
CodeDeploy エージェントでは、デフォルトでこれをエラーと解釈し、デプロイを失敗させます。

Note
Amazon Linux、RHEL、および Ubuntu Server の各インスタンスでは、クリーンアップファイ
ルは /opt/codedeploy-agent/deployment-root/deployment-instructions/ にあり
ます。Windows Server インスタンスでは、場所は C:\ProgramData\Amazon\CodeDeploy
\deployment-instructions\ です。
このエラーを最も簡単に回避するには、デプロイを失敗させるデフォルト動作とは別のオプションを指定
します。デプロイごとに、デプロイを失敗させるか、クリーンアップファイルにリストされていないファ
イルを上書きするか、インスタンスの既存ファイルを保持するかを選択できます。
上書きオプションは、最後のデプロイ後に手動でインスタンスに追加した同じ名前のファイルを、次回の
アプリケーションリビジョンにも追加する場合などに便利です。
保持オプションは、次回のデプロイでインスタンスに追加するファイルを、アプリケーションリビジョン
パッケージには追加する必要がない場合に選択できます。保持オプションは、アプリケーションファイル
が既に本番稼働環境にあり、 CodeDeploy これらを初めてデプロイする場合にも便利です。詳細について
は、EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォームのデプロイを作成する (コンソール) (p. 323)
および 既存のコンテンツでのロールバック動作 (p. 340) を参照してください。
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イルのデプロイや再デプロイは失敗し、「指定し
たファイルはこの場所に既に存在するため、デプ
ロイに失敗しました」というエラーが返されます。

The deployment failed because a specified file
already exists at this location デプロイメント失敗の
トラブルシューティング
CodeDeploy がデプロイ先で検出したコンテンツを上書きまたは保持するオプションを指定しない場合 (ま
たは既存のコンテンツを処理するデプロイオプションをプログラムによるコマンドで指定しない場合)、エ
ラーのトラブルシューティングを行うことを選択できます。
次の情報は、コンテンツを保持または上書きしないことを選択した場合にのみ該当します。
同じ名前と場所のファイルの再デプロイを試みる場合、以前に使用した基になるデプロイグループ ID の
アプリケーション名およびデプロイグループを指定すると、成功する可能性が高まります。 CodeDeploy
は、基になるデプロイグループ ID を使用して、再デプロイする前に削除するファイルを識別します。
新しいファイルのデプロイや、インスタンスの同じ場所への同じファイルの再デプロイは、次の理由によ
り失敗することがあります。
• 同じリビジョンの同じインスタンスへの再デプロイのため、別のアプリケーション名を指定した。デプ
ロイグループ名が同じでも、別のアプリケーション名を使用すると、基になる別のデプロイグループ ID
が使用されるため、再デプロイは失敗します。
• アプリケーションのデプロイグループを削除して再作成し、同じリビジョンをデプロイグループに対し
て再デプロイしようとした。デプロイグループ名が同じでも、 CodeDeploy 参照するデプロイグループ
ID が異なるため、再デプロイは失敗します。
• でアプリケーションとデプロイグループを削除し CodeDeploy、削除したものと同じ名前の新しいアプ
リケーションとデプロイグループを作成した。その後、以前のデプロイグループにデプロイされていた
リビジョンを、同じ名前の新しいデプロイグループに再デプロイしようとした。アプリケーション名と
デプロイグループ名が同じであっても、削除したデプロイグループの ID CodeDeploy を引き続き参照す
るため、再デプロイは失敗します。
• リビジョンをデプロイグループにデプロイし、同じリビジョンを同じインスタンスの別のデプロイグ
ループにデプロイした。 CodeDeploy は別の基になるデプロイグループ ID を参照するため、2 番目のデ
プロイは失敗します。
• リビジョンを 1 つのデプロイグループにデプロイし、別のリビジョンを同じインスタンスの別のデプロ
イグループにデプロイした。2 番目のデプロイグループがデプロイを試みる同じ名前と場所のファイル
が、少なくとも 1 つある。2 CodeDeploy 番目のデプロイが開始される前に既存のファイルが削除され
ないため、2 番目のデプロイは失敗します。両方のデプロイは、異なるデプロイグループ ID を参照しま
す。
• にリビジョンデプロイしたが CodeDeploy、同じ名前と場所のファイルが少なくとも 1 つある。デフォ
ルトでは、 CodeDeploy デプロイが開始される前に既存のファイルが削除されないため、デプロイは失
敗します。
これらの状況に対応するには、次のいずれかを実行します。
• 以前のデプロイされた場所とインスタンスからファイルを削除してから、もう一度デプロイを試みま
す。
• AppSpec リビジョンのファイルで、 ApplicationStop BeforeInstallまたはデプロイライフサイクルイベン
トのいずれかにおいて、リビジョンでインストールするファイルと一致するファイルがいずれかの場所
にある場合、これらを削除するためのカスタムスクリプトを指定します。
• 以前のデプロイの一部ではない場所またはインスタンスにファイルをデプロイまたは再デプロイしま
す。
• アプリケーションまたはデプロイグループを削除する前に、 AppSpec インスタンスにコピーするファ
イルを指定しないファイルを含むリビジョンをデプロイします。このデプロイの場合、削除しようとし
ているものと同じ、基になるアプリケーションおよびデプロイグループ ID を使用するアプリケーション
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名とデプロイグループ名を指定します (get-deployment-groupコマンドを使用してデプロイグループ ID
を取得することができます。) CodeDeployは、基になるデプロイグループ ID AppSpec とファイルを使
用して、前回成功したデプロイでインストールしたすべてのファイルを削除します。

ファイルパスが長いと、「そのようなファイルまたは
ディレクトリがありません」というエラーが発生しま
す
Windows インスタンスへのデプロイでは、appspec.yml ファイルの files セクションに 260 文字を超える
ファイルパスがあると、次のようなエラーでデプロイが失敗することがあります。
No such file or directory @ dir_s_mkdir - C:\your-long-file-path
このエラーは、Microsoftのドキュメントで説明されているように、Windowsではデフォルトで260文字を
超えるファイルパスが許可されていないために発生します。
CodeDeploy エージェントバージョン1.4.0以降では、エージェントのインストールプロセスに応じて、2つ
の方法で長いファイルパスを有効にできます。
CodeDeploy エージェントがまだインストールされていない場合:
1. CodeDeploy エージェントをインストールする予定のマシンで、次のコマンドを使用し
てLongPathsEnabled Windows レジストリキーを有効にします。
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem"
-Name "LongPathsEnabled" -Value 1 -PropertyType DWORD -Force

2. CodeDeploy エージェントをインストールします。詳細については、「のインストール CodeDeploy
エージェント (p. 184)」を参照してください。
CodeDeploy エージェントが既にインストールされている場合:
1. CodeDeploy エージェントマシンで、次のコマンドを使用してLongPathsEnabled Windows レジスト
リキーを有効にします。
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem"
-Name "LongPathsEnabled" -Value 1 -PropertyType DWORD -Force

2. CodeDeploy エージェントを再起動してレジストリキーの変更を有効にします。エージェントを再起動
するには、次のコマンドを使用します。
powershell.exe -Command Restart-Service -Name codedeployagent

長時間実行されているプロセスにより、デプロイが失
敗することがある
Amazon Linux、Ubuntu Server、RHEL インスタンスへのデプロイでは、長時間実行されるプロセスを開
始するデプロイスクリプトがある場合、 CodeDeploy デプロイライフサイクルイベントでの待機に長い時
間がかかり、その後デプロイが失敗する可能性があります。これは、そのイベントのフォアグラウンドお
よびバックグラウンドで予期されるよりも長くプロセスが実行される場合、プロセスがまだ予期どおり実
行されていても、 CodeDeploy によってデプロイは中止され、失敗するためです。
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たとえば、アプリケーションリビジョンのルートに 2 つのファイル (after-install.sh および
sleep.sh) が含まれているとします。 AppSpec ファイルには次の指示が含まれています。
version: 0.0
os: linux
files:
- source: ./sleep.sh
destination: /tmp
hooks:
AfterInstall:
- location: after-install.sh
timeout: 60

after-install.shこのファイルは、 AfterInstall アプリケーションライフサイクルイベント中に実行さ
れます。そのコンテンツは次のとおりです。
#!/bin/bash
/tmp/sleep.sh

sleep.sh ファイルには以下が含まれます。これはプログラムの実行を 3 分 (180 秒) 停止し、長時間実行
されるプロセスをシミュレートします。
#!/bin/bash
sleep 180

after-install.shコールを実行するとsleep.sh、sleep.sh 3 分 (180 秒) 実行します。これは、
CodeDeploy 実行を停止させると予期される時間 (および関連で) を 2 分sleep.sh (120 秒afterinstall.sh) 経過した時間です。1 分 (60 秒) のタイムアウト後、sleep.sh予期どおり実行を継続しま
すが、 CodeDeploy AfterInstall アプリケーションライフサイクルイベントでデプロイを停止し、失敗させ
ます。次のエラーが表示されます。
Script at specified location: after-install.sh failed to complete in 60
seconds.
単純に & でアンパサンド (after-install.sh) を追加して、バックグラウンドで sleep.sh を実行する
ことはできません。
#!/bin/bash
# Do not do this.
/tmp/sleep.sh &

この操作を行うと、デプロイは最大でデフォルトの 1 時間のデプロイライフサイクルイベントのタイムア
ウト期間まで保留状態になり、その後、 CodeDeploy AfterInstall 以前のようにアプリケーションライフサ
イクルイベントでデプロイを停止し、失敗させます。
でafter-install.shsleep.sh、以下のメソッドを呼び出します。これにより CodeDeploy 、プロセス
の実行開始後に続行できます。
#!/bin/bash
/tmp/sleep.sh > /dev/null 2> /dev/null < /dev/null &

前の呼び出しで、sleep.sh はバックグラウンドで実行を開始し、stdout、stderr、および stdin を /dev/
null にリダイレクトするプロセスの名前です。
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デプロイログにエラーが報告されていない、
AllowTraffic 失敗したライフサイクルイベントのトラ
ブルシューティング
AllowTraffic ライフサイクルイベント中に青/緑のデプロイが失敗することもありますが、デプロイログに
は障害の原因が示されていません。
通常、この障害は、デプロイグループへのトラフィック管理に使用される Classic Load
Balancer、Application Load Balancer、または Network Load Balancer の Elastic Load Balancing のヘルス
チェックが間違って設定されていることが原因です。
この問題を解決するには、ロードバランサーのヘルスチェックの設定エラーを確認して修正します。
Classic Load Balancer については、「Classic Load Balancer のユーザーガイド」と
ConfigureHealthCheck「Elastic Load Balancing API リファレンスバージョン 2012-06-01」の「Health
チェックの設定」を参照してください。
Application Load Balancer については、「Application Load Balancer のユーザーガイド」の「ターゲット
グループのヘルスチェック」を参照してください。
Network Load Balancer については、Network Load Balancer ユーザーガイド の「ターゲットグループのヘ
ルスチェック」を参照してください。

失敗した ApplicationStop BeforeBlockTraffic、
AfterBlockTraffic またはデプロイライフサイクルイベ
ントのトラブルシューティング
デプロイ時に、 CodeDeploy AfterBlockTraffic AppSpec エージェントは前回成功したデプロイのファイル
で ApplicationStop BeforeBlockTraffic、、に対して指定されていたスクリプトを実行します。(その他すべ
てのスクリプトは、 AppSpec 現在のデプロイメントのファイルから実行されます)。これらのスクリプト
のいずれかにエラーがあって正常に実行されない場合、デプロイに失敗することがあります。
これらの失敗の原因としては以下のようなことが考えられます。
• CodeDeploy deployment-group-id_last_successful_installエージェントはファイルを正しい
場所で見つけますが、deployment-group-id_last_successful_installファイルにリストされ
ている場所は存在しません。
Amazon Linux、Ubuntu サーバー、および RHEL インスタンス では、このファイルは /opt/
codedeploy-agent/deployment-root/deployment-instructions に存在する必要がありま
す。
Windows Server インスタンスでは、このファイルは C:\ProgramData\Amazon\CodeDeploy
\deployment-instructions フォルダに保存されている必要があります。
• ファイルに示された場所で、deployment-group-id_last_successful_install AppSpec ファイ
ルが無効であるか、スクリプトが正常に実行されない。
• スクリプトに修正できないエラーがあるため、正常に実行されることはありません。
CodeDeploy コンソールを使用して、これらのいずれかのイベント中にデプロイが失敗した理由を
調査します。デプロイの詳細ページで、[View events] を選択します。インスタンスの詳細ページ
の、、AfterBlockTrafficまたは行でApplicationStopBeforeBlockTraffic、[ログを表示] を選択します。(また
は、AWS CLI を使用して get-deployment-instance コマンドを呼び出します)。
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UnknownError:読み取り用に開かれていません
失敗の原因が最後に成功したデプロイのスクリプトであり、正常に実行されなかった場合は、デプロイを
作成して ApplicationStop、 BeforeBlockTraffic、 AfterBlockTraffic およびの失敗を無視するように指定しま
す。これには、以下の 2 つの方法があります。

• CodeDeploy コンソールを使用してデプロイを作成します。[デプロイの作成] ページの [ApplicationStop
ライフサイクルイベントの失敗] で、[インスタンスのこのライフサイクルイベントが失敗してもインス
タンスへのデプロイを失敗させない] を選択します。
• AWS CLI を使用して create-deployment コマンドを呼び出し、--ignore-application-stopfailures オプションを含めます。
アプリケーションリビジョンを再度デプロイすると、これら 3 つのライフサイクルイベントのいずれが失
敗してもデプロイは続行されます。これらのライフサイクルイベントの修正済みスクリプトが新しいリビ
ジョンに含まれている場合は、この修正を適用しなくても以降のデプロイは正常に実行されます。

DownloadBundle 失敗したデプロイライフサイクルイ
ベントのトラブルシューティング UnknownError:読み
取り用に開かれていません
Amazon S3 からアプリケーションリビジョンをデプロイしようとしていて、 DownloadBundle
UnknownError: not opened for readingデプロイライフサイクルイベント中にエラーが発生してデ
プロイが失敗した場合:
• Amazon S3 の内部サーバーエラーが発生しました。アプリケーションリビジョンをもう一度デプロイし
ます。
• EC2 インスタンスの IAM インスタンスプロファイルに、Amazon S3 のアプリケーションリビ
ジョンにアクセスするアクセス許可がありません。Amazon S3 バケットポリシーの詳細について
は、「CodeDeploy のリビジョンを Amazon S3 にプッシュする (EC2/オンプレミスのデプロイの
み) (p. 310)」と「デプロイの前提条件 (p. 318)」 を参照してください。
• デプロイするインスタンスは、ある AWS リージョン (例えば、米国西部 (オレゴン)) に関連付けられま
すが、アプリケーションリビジョンを含む Amazon S3 バケットは別の AWS リージョン (例えば、米
国東部 (バージニア北部)) に関連付けられます。アプリケーションリビジョンが、インスタンスと同じ
AWS リージョンに関連付けられた Amazon S3 バケットにあることを確認します。
デプロイのイベント詳細ページの [Download bundle (バンドルのダウンロード)] 行で、[ログを表示する]
を選択します。(または、AWS CLI を使用して get-deployment-instance コマンドを呼び出します)。こ
のエラーが発生した場合、エラーコード「UnknownError」とエラーメッセージ「not opened for
reading」のエラーが出力に表示されます。
このエラーの原因を特定するには:
1.

インスタンスの少なくとも 1 つでワイヤログを有効にして、もう一度アプリケーションリビジョンを
デプロイします。

2.

ワイヤログファイルを調べてエラーを見つけます。この問題の一般的なエラーメッセージには、
「access denied」という語句が含まれます。

3.

ログファイルを確認した後、ワイヤログを無効にして、ログファイルサイズと、今後インスタンスで
プレーンテキストで出力に表示される可能性がある機密情報の量を減らすことをお勧めします。

ワイヤログファイルを探し、ワイヤログを有効または無効にする方法については、「CodeDeploy エー
ジェント構成リファレンス」:log_aws_wire: の「」を参照してください。
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スキップされたすべてのライフサイクルイベントのエ
ラーをトラブルシューティングする
EC2 またはオンプレミスのデプロイのライフサイクルイベントがすべてスキップされた場合は、The
overall deployment failed because too many individual instances failed
deployment, too few healthy instances are available for deployment, or some
instances in your deployment group are experiencing problems. (Error code:
HEALTH_CONSTRAINTS) のようなエラーが表示されます。考えられる原因と解決策は次のとおりです。
• CodeDeploy エージェントがインスタンスにインストールされていないか、インスタンスで実行されて
いない。 CodeDeploy エージェントが実行されていることを確認するには:
• Amazon Linux RHEL または Ubuntu server の場合は、以下を実行します。
sudo service codedeploy-agent status

• Windows の場合は、以下を実行します。
powershell.exe -Command Get-Service -Name CodeDeployagent

CodeDeploy エージェントがインストールされていない、または実行されていない場合は、を参照して
くださいの検証 CodeDeploy エージェントが実行されている (p. 181)。
インスタンスがポート 443 を使用して、 CodeDeploy または Amazon S3 のパブリックエンドポイント
に到達できない可能性があります。以下のいずれかを行ってください。
• インスタンスにパブリック IP アドレスを割り当て、そのルートテーブルを使用してインターネッ
トアクセスを許可します。インスタンスに関連付けられているセキュリティグループで、ポート
443 (HTTPS) 経由で送信アクセスが許可されていることを確認してください。詳細については、「
CodeDeploy エージェントの通信プロトコルとポート (p. 171)」を参照してください。
• インスタンスがプライベートサブネットにプロビジョニングされている場合は、ルートテーブルで、
インターネットゲートウェイではなく NAT ゲートウェイを使用します。詳細については、「NAT
ゲートウェイ」を参照してください。
• のサービスロールに、 CodeDeploy 必要なアクセス許可が付与されていない可能性があります。
CodeDeploy サービスロールを設定するには、ステップ 2: CodeDeploy のサービスロールの作成 (p. 33)
を参照してください。
• HTTP プロキシを使用している場合は、:proxy_uri: CodeDeploy エージェント設定ファイルの設定で
指定されていることを確認してください。詳細については、「CodeDeploy エージェント設定リファレ
ン (p. 432)」を参照してください。
• デプロイメントインスタンスの日時が、デプロイメントリクエストの日
時と一致しない場合があります。Cannot reach InstanceService:
Aws::CodeDeployCommand::Errors::InvalidSignatureException - Signature expired
CodeDeploy エージェントログファイルに次のようなエラーがないか調べてください。このエラーが表
示されている場合は、「InvalidSignatureException — 署名の有効期限切れ:[time] が [time]」デプロイ
エラーのトラブルシューティング (p. 464) のステップに従います。詳細については、「CodeDeploy
EC2/オンプレミスデプロイのログデータを表示する (p. 335)」を参照してください。
• インスタンスのメモリまたはハードディスクの空き容量が不足しているため、 CodeDeploy エージェ
ントが停止している可能性があります。インスタンス上のアーカイブされたデプロイの数が減るよう
に、max_revisions CodeDeploy エージェント設定を更新してください。EC2 インスタンスにこの
プロセスを行っても問題が解決しない場合は、インスタンスのサイズを大きくすることを検討してくだ
さい。たとえば、インスタンスタイプが t2.small の場合は、t2.medium の使用を検討します。詳細
については、「 CodeDeploy エージェントでインストールされるファイル (p. 179)」、「CodeDeploy
エージェント設定リファレン (p. 432)」、「Amazon EC2 のインスタンスタイプ」を参照してくださ
い。
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• デプロイ先のインスタンスに、IAM インスタンスプロファイルがアタッチされていないか、または必要
なアクセス許可が付与されていない IAM インスタンスプロファイルがアタッチされている可能性があり
ます。
• IAM インスタンスプロファイルがインスタンスにアタッチされていない場合は、必要なアクセス許可
を付与したインスタンスプロファイルを作成し、アタッチします。
• IAM インスタンスプロファイルがインスタンスにすでにアタッチされている場合は、必要なアクセス
許可があることを確認します。
必要なアクセス許可が付与されているインスタンスプロファイルがアタッチされていることを確認し
たら、インスタンスを再起動します。詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイド の「ステップ 4:
Amazon EC2 インスタンスの IAM インスタンスプロファイルを作成する (p. 40)」と「Amazon EC2 の
IAM ロール」を参照してください。

Windows PowerShell PowerShell スクリプトがデフォ
ルトで Windows の 64 ビットバージョンを使用できな
い
デプロイメントの一部として実行されている Windows PowerShell スクリプトが 64 ビット機能に依存
している場合 (たとえば、32 ビットアプリケーションが 64 ビットバージョンでのみ提供されているラ
イブラリを呼び出すよりもメモリを消費するなどの理由で)、スクリプトがクラッシュしたり、期待どお
りに実行されなかったりすることがあります。これは、デフォルトで 32 ビットバージョンの Windows
CodeDeploy PowerShell を使用して、アプリケーションリビジョンの一部である Windows PowerShell ス
クリプトを実行するためです。
64 ビットバージョンの Windows で実行する必要があるスクリプトの先頭に、次のようなコードを追加し
ます PowerShell。
# Are you running in 32-bit mode?
#
(\SysWOW64\ = 32-bit mode)
if ($PSHOME -like "*SysWOW64*")
{
Write-Warning "Restarting this script under 64-bit Windows PowerShell."
# Restart this script under 64-bit Windows PowerShell.
#
(\SysNative\ redirects to \System32\ for 64-bit mode)
& (Join-Path ($PSHOME -replace "SysWOW64", "SysNative") powershell.exe) -File `
(Join-Path $PSScriptRoot $MyInvocation.MyCommand) @args
# Exit 32-bit script.
}

Exit $LastExitCode

# Was restart
Write-Warning
Write-Warning
Write-Warning

successful?
"Hello from $PSHOME"
" (\SysWOW64\ = 32-bit mode, \System32\ = 64-bit mode)"
"Original arguments (if any): $args"

# Your 64-bit script code follows here...
# ...

このコードのファイルパス情報は直感に反するように思えるかもしれませんが、32 ビット Windows
PowerShell では次のようなパスを使用します。
c:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
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64 ビット版の Windows PowerShell では、次のようなパスが使用されます。
c:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe

AWS Lambda デプロイに関する問題のトラブル
シューティング
トピック
• ロールバックが設定されていない Lambda デプロイを手動で停止すると、AWS Lambda デプロイは失
敗します。 (p. 462)

ロールバックが設定されていない Lambda デプロイを
手動で停止すると、AWS Lambda デプロイは失敗し
ます。
場合によっては、デプロイで指定された Lambda 関数のエイリアスで、2 つの異なる関数バージョンが参
照されることがあります。そのため、Lambda 関数をデプロイしようとすると失敗します。Lambda デプ
ロイでは、ロールバックが設定されていない場合に手動で停止すると、この状態になることがあります。
続行するには、AWS Lambda コンソールを使用して、関数が 2 つのバージョン間でトラフィックが移行さ
れる設定になっていないことを確認します。
1. AWS Management Console にサインインして AWS Lambda コンソール (https://
console.aws.amazon.com/lambda/) を開きます。
2. 左側のペインで、[関数] を選択します。
3. CodeDeploy デプロイ内にある Lambda 関数の名前を選択します。
4. 「エイリアス」から、 CodeDeployデプロイで使用するエイリアスを選択し、「編集」 を選択します。
5. 加重エイリアスから、を選択しますnone。これにより、このエイリアスで、トラフィックの割合やウェ
イトが 2 つ以上のバージョンに移行されることはありません。[バージョン] で選択されているバージョ
ンを書き留めます。
6. [Save] (保存) を選択します。
7. CodeDeploy コンソールを開き、ステップ 5 のドロップダウンメニューで表示されているバージョンを
デプロイします。

デプロイグループの問題のトラブルシューティング
デプロイグループの一部としてインスタンスにタグを
付けても、アプリケーションが自動的に新しいインス
タンスにデプロイされない
CodeDeploy は新しくタグが付けられたインスタンスに自動的にアプリケーションをデプロイしません。
デプロイグループで新しいデプロイを作成する必要があります。
を使用すると CodeDeploy 、Amazon EC2 Auto Scaling グループの新しい EC2 インスタンスへ
の自動デプロイを有効にすることができます。詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling と
CodeDeploy (p. 50)」を参照してください。
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インスタンスの問題のトラブルシューティング
トピック
• タグは正しく設定する必要がある (p. 463)
• インスタンスで AWS CodeDeploy エージェントをインストールして実行する必要がありま
す。 (p. 463)
• デプロイ中にインスタンスを削除した場合、デプロイは最大 1 時間は失敗しません。 (p. 463)
• ログファイルの分析によるインスタンスでのデプロイの失敗の調査 (p. 464)
• 誤って削除した場合は、 CodeDeploy 新しいログファイルを作成します。 (p. 464)
• 「InvalidSignatureException — 署名の有効期限切れ:[time] が [time]」デプロイエラーのトラブルシュー
ティング (p. 464)

タグは正しく設定する必要がある
デプロイに使用されるインスタンスに正しくタグが付けられていることを確認するには、list-deploymentinstances コマンドを使用します。出力に EC2 インスタンスがない場合は、EC2 コンソールを使用し
て、インスタンスにタグが設定されていることを確認します。詳細については、Linux インスタンス用
Amazon EC2 ユーザーガイド の、「コンソールのタグ付け」を参照してください。

Note
インスタンスにタグを付け、 CodeDeploy 直後にを使用してそのインスタンスにアプリケー
ションをデプロイする場合、インスタンスはデプロイに含まれないこともあります。これは、
CodeDeploy タグを読み込むまでに数分かかることがあるためです。インスタンスにタグを付け
てから、そのインスタンスへのデプロイを試みるまでに、少なくとも 5 分待つことをお勧めしま
す。

インスタンスで AWS CodeDeploy エージェントをイ
ンストールして実行する必要があります。
CodeDeploy エージェントがインスタンスにインストールされて実行されていることを確認する方法につ
いては、「」を参照してくださいの検証 CodeDeploy エージェントが実行されている (p. 181)。
CodeDeploy エージェントをインストール、アンインストール、または再インストールする方法について
は、「」を参照してくださいのインストール CodeDeploy エージェント (p. 184)。

デプロイ中にインスタンスを削除した場合、デプロイ
は最大 1 時間は失敗しません。
CodeDeploy は、各デプロイライフサイクルイベントの実行が完了するまでに 1 時間の枠を設定していま
す。これにより、実行時間が長いスクリプトにも十分な時間が提供されます。
ライフサイクルイベントの進行中に、スクリプト実行が完了しない場合 (たとえば、インスタンスが終了
された、 CodeDeploy エージェントがシャットダウンされたなど)、デプロイのステータスが Failed にな
るまで、最大で 1 時間かかることがあります。スクリプトに指定されたタイムアウト時間が 1 時間未満で
ある場合も同様です。これは、インスタンスが終了すると、 CodeDeploy エージェントがシャットダウン
し、それ以上のスクリプトを処理できなくなるためです。
インスタンスがライフサイクル間、または最初のライフサイクルイベントのステップが開始する前に削除
された場合、タイムアウトはわずか 5 分後に発生します。
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ログファイルの分析によるインスタンスでのデプロイ
の失敗の調査
デプロイのインスタンスのステータスが Succeeded 以外のいずれかである場合は、デプロイのログファ
イルデータを確認すると、問題の特定に役立ちます。デプロイのログデータへのアクセス方法について
は、「CodeDeploy EC2/オンプレミスデプロイのログデータを表示する (p. 335)」を参照してください。

誤って削除した場合は、 CodeDeploy 新しいログファ
イルを作成します。
誤ってインスタンスのデプロイログファイルを削除した場合、 CodeDeploy は代わりのログファイルを作
成しません。新しいログファイルを作成するには、インスタンスにサインインし、以下のコマンドを実行
します。
Amazon Linux、Ubuntu Server、または RHEL インスタンスの場合、以下のコマンドをこの順序で 1 つず
つ実行します。
sudo service codedeploy-agent stop

sudo service codedeploy-agent start

Windows Server インスタンスの場合
powershell.exe -Command Restart-Service -Name codedeployagent

「InvalidSignatureException — 署名の有効期限切れ:
[time] が [time]」デプロイエラーのトラブルシュー
ティング
CodeDeploy では、オペレーションを実行するために正確な時間の参照が必要です。インスタンスの日
時が正しく設定されていない場合は、デプロイリクエストの署名と一致しないことがあり、その場合は
Deploy CodeDeploy リクエストが却下されます。
誤った時間設定に関連するデプロイの失敗を回避する方法については、次のトピックを参照してくださ
い。
• Linux インスタンスの時刻の設定
• Windows インスタンスの時刻を設定する

GitHub トークンの問題のトラブルシューティング
GitHub OAuth トークンが無効です
CodeDeploy 2017 年 6 月以降に作成されたアプリケーションでは、各AWSリージョンの GitHub
OAuth トークンを使用します。特定のAWSリージョンに関連付けられたトークンを使用することで、
CodeDeploy GitHub どのアプリケーションがリポジトリにアクセスできるかをより詳細に制御できます。
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GitHub トークンエラーが表示される場合は、古いトークンが無効になっている可能性があります。
無効な GitHub OAuth トークンを修正するには
1.

以下のいずれかの方法を使用して、古いトークンを削除してください。
•

API を使用して古いトークンを削除するには、「」を使用します DeleteGitHubAccountToken。

•

AWS Command Line Interface を使用して古いトークンを削除するには:
a.

トークンが存在するコンピュータに移動します。

b.

AWS CLI が、このコンピュータにインストールされていることを確認してください。インス
トール方法については、AWS CLI ユーザーガイド の「AWS Command Line Interface のイン
ストール、更新、およびアンインストール」を参照してください。

c.

トークンが存在するコンピュータで、次のコマンドを入力します。
aws delete-git-hub-account-token
コマンド構文の詳細については、delete-git-hub-account-token を参照してください。

2.

新しい OAuth トークンを追加します。詳細については、「CodeDeploy を GitHub に統合 (p. 60)」を
参照してください。

GitHub OAuth トークンの最大数を超えました
CodeDeploy GitHub デプロイを作成する際に許可されているトークンの最大数は 10 です。 GitHub OAuth
トークンに関するエラーが表示された場合は、トークンが 10 個以下であることを確認してください。
トークンが 10 個以上ある場合は、最初に作成されたトークンが無効になります。たとえば、トークンが
11 個ある場合、最初に作成したトークンが無効になります。トークンが 12 個ある場合、最初に作成し
た 2 個のトークンが無効になります。 CodeDeploy API を使用して古いトークンを削除する方法について
は、「」を参照してください DeleteGitHubAccountToken。

Amazon EC2 Auto Scaling の問題のトラブルシュー
ティング
トピック
• Amazon EC2 Auto Scaling の一般的なトラブルシューティング (p. 466)
• 「CodeDeployRole AWS次のサービスで操作を実行する権限が与えられていません:
AmazonAutoScaling" エラー (p. 466)
• Amazon EC2 Auto Scaling グループのインスタンスのプロビジョニングと終了が繰り返されてリビ
ジョンをデプロイできない (p. 467)
• Amazon EC2 Auto Scaling インスタンスを終了または再起動すると、デプロイが失敗する場合があ
る (p. 467)
• 複数のデプロイグループを 1 つの Amazon EC2 Auto Scaling グループに関連付けることは避け
る (p. 468)
• Amazon EC2 Auto Scaling グループの EC2 インスタンスが起動に失敗し、「ハートビートのタイムア
ウト」というエラーが表示される (p. 468)
• Amazon EC2 Auto Scaling ライフサイクルフックの不一致により、Amazon EC2 Auto Scaling グルー
プへの自動デプロイが停止または失敗することがある (p. 470)
• 「デプロイグループのインスタンスが見つからないため、デプロイに失敗しました」というエ
ラー (p. 471)
API バージョン 2014-10-06
465

AWS CodeDeploy ユーザーガイド
Amazon EC2 Auto Scaling の一
般的なトラブルシューティング

Amazon EC2 Auto Scaling の一般的なトラブルシュー
ティング
Amazon EC2 Auto Scaling グループの EC2 インスタンスへのデプロイは、次の理由で失敗する場合があり
ます。
• Amazon EC2 Auto Scaling は、EC2 インスタンスを継続的に起動および終了します。 CodeDeploy アプ
リケーションリビジョンを自動的にデプロイできない場合、Amazon EC2 Auto Scaling は継続的に EC2
インスタンスを起動および終了させます。
CodeDeploy デプロイグループから Amazon EC2 Auto Scaling グループの関連付けを解除する
か、Amazon EC2 Auto Scaling グループの設定を変更し、必要なインスタンス数が現在のインスタンス
数に一致するようにします (これにより、Amazon EC2 Auto Scaling がそれ以上の EC2 インスタンス
を起動できないようにします)。詳細については、「CodeDeploy でデプロイグループの設定を変更す
る (p. 296)」または「Amazon EC2 Auto Scaling のマニュアルスケーリング」を参照してください。
• CodeDeploy エージェントが応答しません。 EC2 インスタンスの起動直後に実行される初期化スクリ
プト (cloud-init スクリプトなど) の実行に 1 時間以上かかる場合、 CodeDeploy エージェントがインス
トールされないことがあります。 CodeDeploy には、 CodeDeploy エージェントが保留中のデプロイに
応答するための 1 時間のタイムアウトがあります。この問題に対応するには、 CodeDeploy アプリケー
ションリビジョンに初期化スクリプトを移動します。
• Amazon EC2 Auto Scaling グループの EC2 インスタンスは、デプロイ中に再起動します。デプロイ中に
EC2 インスタンスが再起動したか、 CodeDeploy デプロイコマンドの処理中にエージェントがシャット
ダウンした場合、デプロイは失敗することがあります。詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling
インスタンスを終了または再起動すると、デプロイが失敗する場合がある (p. 467)」を参照してくださ
い。
• 複数のアプリケーションリビジョンが Amazon EC2 Auto Scaling グループの同じ EC2 インスタンスに
同時にデプロイされた。Amazon EC2 Auto Scaling グループの同じ EC2 インスタンスに複数のアプリ
ケーションリビジョンをデプロイする場合、デプロイの 1 つに数分以上実行されるスクリプトがある
と、失敗することがあります。Amazon EC2 Auto Scaling グループの同じ EC2 インスタンスに複数のア
プリケーションリビジョンをデプロイしないでください。
• Amazon EC2 Auto Scaling グループの一部として起動された新しい EC2 インスタンスに対して、デプロ
イが失敗する。このシナリオでは、デプロイでスクリプトを実行すると、Amazon EC2 Auto Scaling グ
ループで EC2 インスタンスを起動できなくなる場合があります。(Amazon EC2 Auto Scaling グループ
の他の EC2 インスタンスは、正常に実行されているように見える場合があります)。この問題に対応す
るには、最初にその他のすべてのスクリプトが完了していることを確認します。
• CodeDeploy エージェントが AMI に含まれていない場合:cfn-init CodeDeploy 新しいインスタンスの起
動中にコマンドを使用してエージェントをインストールするコマンドを使用する場合、エージェント
のインストールスクリプトを、cfn-initAWS CloudFormationテンプレートのセクションの最後に配
置します。
• CodeDeploy エージェントを AMI に含める場合:Stoppedインスタンス作成時の状態になるように設定
し、次に、スクリプトライブラリの最終ステップとして、cfn-initエージェントを起動するスクリ
プトを含めます

「CodeDeployRole AWS次のサービスで操作を実行す
る権限が与えられていません: AmazonAutoScaling" エ
ラー
起動テンプレートを使用して作成された Auto Scaling グループを使用するデプロイでは、次のアクセス権
限が必要です。これらは AWSCodeDeployRole AWS 管理ポリシーによって付与されるアクセス権限に加
えて必要になります。
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• EC2:CreateTags
• iam:PassRole
これらのアクセス権限がないために、このエラーが発生した可能性があります。詳細については、
「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「チュートリアル:[Auto Scaling グループにアプリケー
ションをデプロイするために使用 CodeDeploy ] (p. 106)」、「Auto Scaling グループの起動テンプレート
の作成」、および「起動テンプレートサポート」を参照してください。

Amazon EC2 Auto Scaling グループのインスタンスの
プロビジョニングと終了が繰り返されてリビジョンを
デプロイできない
エラーが原因で、Amazon EC2 Auto Scaling グループ内の新しくプロビジョニングされたインスタンスに
正常にデプロイできない場合があります。その結果として、インスタンスは正常な状態にならず、デプロ
イは失敗します。デプロイが正常に実行または完了されないため、インスタンスは作成後すぐに終了され
ます。この場合、Amazon EC2 Auto Scaling グループの設定により、正常なホスト数の最小要件を満たす
ために別のバッチのインスタンスがプロビジョニングされます。このバッチも終了され、同じサイクルが
繰り返されます。
エラーの原因として以下が考えられます。
• Amazon EC2 Auto Scaling グループのヘルスチェックに失敗しました。
• アプリケーションリビジョンのエラー。
この問題を回避するには、次の手順に従います。
1. Amazon EC2 Auto Scaling グループに属していない EC2 インスタンスを手動で作成します。インスタ
ンスに一意の EC2 インスタンスタグを付けます。
2. 新しいインスタンスを該当するデプロイグループに追加します。
3. 新しい、エラーのないアプリケーションリビジョンをデプロイグループにデプロイします。
これにより、Amazon EC2 Auto Scaling グループの今後のインスタンスにアプリケーションリビジョンが
デプロイされるようになります。

Note
デプロイが成功したことを確認したら、お使いの AWS アカウントに今後請求が発生しないよう
にインスタンスを削除します。

Amazon EC2 Auto Scaling インスタンスを終了または
再起動すると、デプロイが失敗する場合がある
EC2 インスタンスが Amazon EC2 Auto Scaling を通じて起動され、その後で終了または再起動されると、
そのインスタンスへのデプロイは、次の理由で失敗する場合があります。
• 進行中のデプロイで、スケールインイベントまたはその他の終了イベントにより、インスタンスは
Amazon EC2 Auto Scaling グループからデタッチされた後に削除されます。デプロイは完了できないた
め、失敗します。
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• インスタンスが再起動されたが、その起動に 5 分間以上かかる。 CodeDeploy これをタイムアウトとし
て扱います。サービスにより、インスタンスに対する現在およびそれ以降のすべてのデプロイが失敗し
ます。
この問題に対応するには:
• 一般的に、インスタンスが削除または再起動される前に、すべてのデプロイが完了したことを確認しま
す。インスタンスの起動または再起動後に、すべてのデプロイが開始されることを確認します。
• Amazon EC2 Auto Scaling の設定に Windows Server ベースの Amazon Machine Image (AMI) を指定
し、EC2Config サービスを使用して、インスタンスのコンピュータ名を設定すると、デプロイは失敗し
ます。この問題を解決するには、Windows Server ベース AMI で、[EC2 Service Properties] (EC2 サー
ビスプロパティ) の [General] (全般) タブにある [Set Computer Name] (コンピュータ名の設定) をオフ
にします。このチェックボックスをオフにすると、この動作は、その Windows Server の基本 AMI で起
動されるすべての新しい Windows Server Amazon EC2 Auto Scaling インスタンスで、この動作が無効
になります。この動作が有効になっている Windows Server Amazon EC2 Auto Scaling インスタンスで
は、このチェックボックスをオフにする必要はありません。再起動後に、失敗したデプロイをこれらの
インスタンスに再デプロイします。

複数のデプロイグループを 1 つの Amazon EC2 Auto
Scaling グループに関連付けることは避ける
各 Amazon EC2 Auto Scaling グループには 1 つのデプロイグループのみを関連付けることをお勧めしま
す。
これは、複数のデプロイグループに関連付けられたフックを持つインスタンスを Amazon EC2 Auto
Scaling がスケールアップする場合、すべてのフックに対して一度に通知を送信するためです。これによ
り、各インスタンスの複数のデプロイが同時に開始されます。 CodeDeploy 複数のデプロイが同時にコマ
ンドを送信すると、ライフサイクルイベントとデプロイの開始または前のライフサイクルイベント終了の
間に 5 分間のタイムアウトに達する場合があります。その場合は、予想通りにデプロイがプロセスされて
いてもデプロイが失敗します。

Note
ライフサイクルイベント内にあるスクリプトのデフォルトのタイムアウトは、デフォルトで 30 分
です。 AppSpec タイムアウトをファイル内の別の値に変更できます。詳細については、「EC2/
オンプレミスデプロイ向けに AppSpec ファイルを追加する (p. 306)」を参照してください。
複数のデプロイが同時に実行を試みた場合、デプロイが発生する順序を制御することはできない。
最後に、インスタンスへのデプロイが失敗した場合、Amazon EC2 Auto Scaling は直ちにインスタンス
を終了します。その最初のインスタンスがシャットダウンすると、実行中の他のデプロイも失敗します。
CodeDeploy CodeDeploy エージェントが保留中のデプロイに応答するための 1 時間のタイムアウトがあ
るため、各インスタンスのタイムアウトは最大 60 分かかる場合があります。
Amazon EC2 Auto Scaling の詳細については、「内部構造: CodeDeploy と Auto Scaling の統合」を参照し
てください。

Amazon EC2 Auto Scaling グループの EC2 インスタ
ンスが起動に失敗し、「ハートビートのタイムアウ
ト」というエラーが表示される
Amazon EC2 Auto Scaling グループが新しい EC2 インスタンスの起動に失敗し、次のようなメッセージを
生成する場合があります。
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Launching a new EC2 instance <instance-Id>. Status Reason: Instance failed to
complete user's Lifecycle Action: Lifecycle Action with token<token-Id> was
abandoned: Heartbeat Timeout.

このメッセージは通常、以下のいずれかを示します。
• AWS アカウントに関連付けられている同時デプロイの最大数に達した。デプロイの制限の詳細について
は、「CodeDeploy 限界 (p. 445)」を参照してください。
• Auto Scaling グループは、あまりにも多くの EC2 インスタンスを早く起動しようとしました。新しいイ
ンスタンスへの API RecordLifecycleActionHeartbeatCompleteLifecycleAction呼び出しまたは各インスタ
ンスの API 呼び出しが制限されました。
• 関連付けられたデプロイグループが更新または削除される前に、「」のアプリケーションが削除され
た。 CodeDeploy
アプリケーションまたはデプロイグループを削除すると、それに関連付けられていた Amazon EC2 Auto
Scaling CodeDeploy フックのクリーンアップを試みますが、一部のフックが残る場合があります。デプ
ロイグループを削除するコマンドを実行すると、残りのフックが出力で返ります。ただし、アプリケー
ションを削除するコマンドを実行した場合、残りのフックは出力に表示されません。
したがって、アプリケーションを削除する前に、アプリケーションと関連付けられたすべてのデプロイ
グループを削除することをお勧めします。コマンド出力を使用して、手動で削除する必要があるライフ
サイクルフックを識別できます。
「ハートビートのタイムアウト」エラーメッセージが表示される場合は、次の操作を行い、残っているラ
イフサイクルフックが原因かどうかを特定して問題を解決します。
1.

次のいずれかを実行します。
• delete-deployment-groupコマンドを呼び出し、ハートビートタイムアウトの原因となっている Auto
Scaling グループに関連付けられたデプロイグループを削除します。
• Auto Scaling グループ名の NULL ではない空のリストを指定して、update-deployment-groupコマン
ドを呼び出し、 CodeDeploy-managAuto Scaling ライフサイクルフックをデタッチすることができ
ます。
たとえば、AWS CLI コマンドを使用して以下を入力します。
aws deploy update-deployment-group --application-name my-example-app -current-deployment-group-name my-deployment-group --auto-scaling-groups
別の例として、Java で CodeDeploy API を使用している場合
は、UpdateDeploymentGroupautoScalingGroupsを呼び出してに設定しますnew
ArrayList<String>()。これにより、autoScalingGroups を空のリストに設定し、既存のリ
ストを削除します。デフォルトの null を使用すると、autoScalingGroups がそのまま残ってし
まうので使用しないでください。
呼び出しの出力を確認します。出力に hooksNotCleanedUp 構造と Amazon EC2 Auto Scaling ライ
フサイクルフックの一覧が含まれている場合、ライフサイクルフックの残りがあります。

2.

describe-lifecycle-hooksコマンドを呼び出し、起動に失敗した EC2 インスタンスに関連付けられてい
る Amazon EC2 Auto Scaling グループの名前を指定します。出力で、次のいずれかを確認します。
• Amazon EC2 Auto Scaling ライフサイクルフック名で、ステップ 1 で特定した
hooksNotCleanedUp 構造に対応するもの
• Amazon EC2 Auto Scaling ライフサイクルフック名で、失敗している Auto Scaling グループに関連
するデプロイグループの名前を含むもの
• CodeDeploy デプロイのハートビートタイムアウトの原因となった可能性のあるAmazon EC2 Auto
Scaling ライフサイクルフック名です。
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不一致により、Amazon EC2 Auto Scaling グループ
への自動デプロイが停止または失敗することがある
フックがステップ 2 でリストされたカテゴリのいずれかに該当する場合は、delete-lifecycle-hookコマ
ンドを呼び出して削除します。Amazon EC2 Auto Scaling グループとライフサイクルフックをコール
で指定します。

Important

4.

ステップ 2 で説明したように、問題の原因となっているフックのみを削除してください。実
行可能なフックを削除すると、デプロイが失敗したり CodeDeploy 、アプリケーションリビ
ジョンをスケールアウトした EC2 インスタンスにデプロイできなくなったりする可能性があ
ります。
目的の Auto Scaling グループ名を指定して、update-deployment-groupcreate-deployment-groupまた
はコマンドを呼び出します。 CodeDeploy新しい UUID を持つ Auto Scaling フックを再インストール
します。

Note
CodeDeploy デプロイグループから Auto Scaling グループをデタッチすると、Auto Scaling グ
ループへの進行中のデプロイはすべて失敗し、Auto Scaling グループによってスケールアウトさ
れる新しい EC2 インスタンスはからアプリケーションリビジョンを受けとれなくなる可能性があ
ります CodeDeploy。Auto Scaling を再度動作させるには CodeDeploy、Auto Scaling グループを
デプロイグループに再アタッチし、CreateDeployment新しいグループを呼び出しして、フリー
ト全体のデプロイを開始する必要があります。

Amazon EC2 Auto Scaling ライフサイクルフックの不
一致により、Amazon EC2 Auto Scaling グループへの
自動デプロイが停止または失敗することがある
Amazon EC2 Auto Scaling CodeDeploy とライフサイクルフックを使用して、Amazon EC2 Auto Scaling
グループで起動された後にデプロイするアプリケーションリビジョンと、そのデプロイ先の EC2 インスタ
ンスを判断します。ライフサイクルフックとそれに関する情報が Amazon EC2 Auto Scaling とで正確に一
致しない場合、自動デプロイは停止または失敗することがあります CodeDeploy。
Amazon EC2 Auto Scaling グループへのデプロイに失敗する場合、Amazon EC2 Auto Scaling CodeDeploy
のライフサイクルフック名が一致するかどうかを確認します。一致しない場合は、次の AWS CLI コマン
ド呼び出しを使用します。
最初に、Amazon EC2 Auto Scaling グループとデプロイグループの両方のライフサイクルフック名の一覧
を取得します。
1.

2.

describe-lifecycle-hooksコマンドを呼び出し、のデプロイグループに関連付けられた Amazon
EC2 Auto Scaling グループの名前を指定します CodeDeploy。出力の LifecycleHooks リスト
で、LifecycleHookName のそれぞれの値を書き留めます。
get-deployment-groupコマンドを呼び出し、Amazon EC2 Auto Scaling グループに関連付けられたデ
プロイグループの名前を指定します。出力の autoScalingGroups リストで、名前の値が Amazon
EC2 Auto Scaling グループ名と一致する項目を見つけ、対応する hook の値を書き留めます。

ここで、2 セットのライフサイクルフック名を比較します。それらが 1 文字ずつ正確に一致する場合は、
これが問題ではありません。このセクションの他の場所で説明されている Amazon EC2 Auto Scaling の他
のトラブルシューティングステップを試してください。
ただし、2 セットのライフサイクルフック名が 1 文字ずつ正確に一致しない場合は、次の操作を行いま
す。
1.

get-deployment-group コマンド出力にもないライフサイクルフック名が describe-lifecycle-hooks コマ
ンド出力にある場合は、次の操作を行います。
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2.

a.

describe-lifecycle-hooksコマンド出力内の各ライフサイクルフック名について、delete-lifecyclehookコマンドを呼び出します。

b.

update-deployment-groupコマンドを呼び出し、元の Amazon EC2 Auto Scaling グループの名
前を指定します。 CodeDeploy Amazon EC2 Auto Scaling グループに新しい代替のライフサ
イクルフックを作成し、そのライフサイクルフックをデプロイグループに関連付けます。これ
で、Amazon EC2 Auto Scaling グループに新しいインスタンスを追加すると、自動デプロイが開
始されます。

describe-lifecycle-hooks コマンド出力にもないライフサイクルフック名が get-deployment-group コマ
ンド出力にある場合は、次の操作を行います。
a.

update-deployment-groupコマンドを呼び出し、元の Amazon EC2 Auto Scaling のグループ名を
指定しないようにします。

b.

update-deployment-groupコマンドを再度呼び出し、今度は元の Amazon EC2 Auto Scaling グ
ループの名前を指定します。 CodeDeploy Amazon EC2 Auto Scaling グループに不足しているラ
イフサイクルフックを再作成します。これで、Amazon EC2 Auto Scaling グループに新しいイン
スタンスを追加すると、自動デプロイが開始されます。

1 文字ごとに正確に一致する 2 セットのライフサイクルフック名を取得したら、アプリケーションリビ
ジョンをもう一度デプロイしますが、Amazon EC2 Auto Scaling グループに追加された新しいインスタン
スにのみデプロイします。Amazon EC2 Auto Scaling グループに既に存在するインスタンスに対しては、
デプロイは自動的に行われません。

「デプロイグループのインスタンスが見つからないた
め、デプロイに失敗しました」というエラー
CodeDeploy 次のエラーが発生した場合は、このセクションをお読みください。
The deployment failed because no instances were found for your deployment
group. Check your deployment group settings to make sure the tags for your EC2
instances or Auto Scaling groups correctly identify the instances you want to
deploy to, and then try again.
このエラーの原因として考えられるのは、以下の通りです。
1. デプロイグループの設定には、正しくない Auto Scaling グループ、EC2 インスタンス、またはオンプレ
ミスインスタンスのタグが含まれています。この問題を解決するには、タグが正しいことをチェックし
てから、アプリケーションを再デプロイしてください。
2. デプロイ開始後、フリートがスケールアウトしました。このシナリオでは、フリートで InService 状
態の正常なインスタンスが表示されますが、上記のエラーも表示されます。この問題を解決するには、
アプリケーションを再デプロイします。
3. Auto Scaling グループには、InService 状態のインスタンスは含まれません。このシナリオでは、
フリート全体のデプロイを実行しようとすると、少なくとも 1 CodeDeploy InService つのインス
タンスがその状態である必要があるため、上記のエラーメッセージが表示されてデプロイが失敗しま
す。InService 状態でインスタンスがない場合、様々な理由が考えられます。その一部を紹介しま
す。
• Auto Scaling グループのサイズを 0 にスケジュール (または手動で設定) しました。
• Auto Scaling は、不正な EC2 インスタンスを検出したため (例えば、EC2 インスタンスにハードウェ
ア障害が発生した)、すべてキャンセルし、InService 状態には何も残さないようにしました。
• 0からへのスケールアウトイベントで1、 CodeDeploy 前回のデプロイから正常ではない状態に陥っ
ていた、前回成功したリビジョン (最後に成功したリビジョン) をデプロイしました。これにより、ス
ケールアウトしたインスタンスのデプロイが失敗し、そのため、Auto Scaling がインスタンスをキャ
ンセルし、InService 状態のインスタンスが一つも残らないという事態が発生しました。
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InService 状態のインスタンスがないことがわかった場合、次の手順 To troubleshoot the error if
there are no instances in the InService state の説明に従ってトラブルシューティングします。

InService 状態にインスタンスが存在しない場合のエラーのトラブルシューティングについて
1.

Amazon EC2 コンソールで、[Desired Capacity] (希望する容量) の設定を確認します。ゼロの場合は、
正の数に設定します。インスタンスが InService になるのを待ちます。これは、デプロイが成功し
たことを意味します。問題が解決されたので、このトラブルシューティングの手順の残りのステッ
プはスキップできます。[Desired Capacity] (希望する容量) の設定については、「Amazon EC2 Auto
Scaling ユーザーガイド」の「Auto Scaling グループの容量制限を設定する」を参照してください。

2.

Auto Scaling が希望する容量を満たすために新しい EC2 インスタンスを起動し続けようとするが、ス
ケールアウトを実行できない場合は、通常、Auto Scaling のライフサイクルフックが失敗しているこ
とが原因です。この問題については、次のようにトラブルシューティングします。
a.

失敗している Auto Scaling ライフサイクルフックイベントを確認するには、Amazon EC2 Auto
Scaling ユーザーガイドの「Auto Scaling グループのスケーリングアクティビティの確認」を参照
してください。

b.

失敗したフックの名前を見つけてCodeDeploy-managed-automatic-launch-deploymenthook-DEPLOYMENT_GROUP_NAME、Auto Scaling によって開始され CodeDeploy、デプロイグ
ループを見つけて、Auto Scaling によって開始され、失敗したデプロイを見つけます。次に、デ
プロイが失敗した理由を調べます。

c.

デプロイが失敗した理由 (例えば、 CloudWatch アラームが発生していたなど) がわかっていて、
リビジョンを変更せずに問題を修正できる場合は、今すぐ実行してください。

d.

調査の結果、最後に成功したリビジョンが正常ではなくなり、Auto Scaling CodeDeploy グルー
プ内の正常なインスタンスがゼロであると判断された場合、デプロイのデッドロックシナリオに
陥っています。この問題を解決するには、Auto Scaling CodeDeploy グループから一時的にライ
フサイクルフックを削除し、フックを再インストールして新しい ( CodeDeploy 正しい) リビジョ
ンを再デプロイすることで、不正なリビジョンを修正する必要があります。手順については、こ
ちらを参照してください。
• To fix the deployment deadlock issue (CLI)
• To fix the deployment deadlock issue (console)

デプロイのデッドロックの問題を解決するには (CLI)
1.

(オプション) CodeDeploy エラーを引き起こしている CI/CD パイプラインをブロックして、この問題
を解決している間に予期しないデプロイが発生しないようにします。

2.

Auto Scaling の現在の DesiredCapacity[設定を書き留めます]:
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-name
ASG_NAME
場合によっては、この手順の最後に、この数値にスケールバックする必要があります。

3.

Auto Scaling DesiredCapacity設定をに設定します1。開始の際に希望する容量が 1 より大きい場合、
オプションとなります。それを 1 に減らすことで、インスタンスのプロビジョニングとデプロイにか
かる時間が短くなり、トラブルシューティングが高速化されます。Auto Scaling の希望する容量がも
ともと 0 に設定されている場合、1 に増やす必要があります。これは必須です。
aws 自動スケーリング set-desired-capacity --auto-scaling-group-name ASG_NAME--必要な容量 1

Note
この手順の残りのステップでは、DesiredCapacityをに設定したものとします1。
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この時点で、Auto Scaling は 1 つのインスタンスへのスケーリングを試みます。次に、 CodeDeploy
追加したフックがまだ存在するため、 CodeDeploy デプロイを試みても失敗し、Auto Scaling はイン
スタンスをキャンセルして希望容量の 1 に達するようにインスタンスを再起動しようとしますが、こ
れも失敗します。キャンセル再起動ループに入っています。
4.

デプロイグループから Auto Scaling グループの登録を解除します。

Warning
次のコマンドは、ソフトウェアなしで新しい EC2 インスタンスを起動します。コマンドを実
行する前に、ソフトウェアを実行していない Auto Scaling InService インスタンスが許容
されることを確認します。例えば、ロードバランサーがソフトウェアなしでこのホストにト
ラフィックを送信していないことを確認してください。

Important
CodeDeploy 以下に示すコマンドを使用して、フックを削除します。Auto Scaling サービスに
よるフックの削除は、で認識されないため、削除しないでください CodeDeploy。
aws deploy update-deployment-group --application-name APPLICATION_NAME -current-deployment-group-name DEPLOYMENT_GROUP_NAME --auto-scaling-groups
このコマンドを実行すると、次の処理が実行されます。

5.

a.

CodeDeploy デプロイグループから Auto Scaling グループの登録を解除します。

b.

CodeDeploy Auto Scaling ライフサイクルフックを Auto Scaling グループから。

c.

デプロイ失敗の原因となっていたフックが存在しなくなるため、Auto Scaling は既存の EC2 イ
ンスタンスをキャンセルし、希望容量にスケーリングする新しいインスタンスを直ちに起動しま
す。新しいインスタンスは、InService 状態にまもなく移行するはずです。新しいインスタン
スには、ソフトウェアは含まれません。

EC2 インスタンスが InService 状態になるのを待ちます。その状態を確認するには、次のコマンド
を使用します。
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-names
ASG_NAME --query AutoScalingGroups[0].Instances[*].LifecycleState

6.

EC2 インスタンスにフックを追加し直します。

Important
CodeDeploy 以下に示したコマンドを使用して、フックを追加します。Auto Scaling サービス
によるフックの追加は、で認識されないため、利用しないでください CodeDeploy。
aws deploy update-deployment-group --application-name APPLICATION_NAME -current-deployment-group-name DEPLOYMENT_GROUP_NAME --auto-scaling-groups
ASG_NAME
このコマンドを実行すると、次の処理が実行されます。

7.

a.

CodeDeploy Auto Scaling ライフサイクルフックを EC2 インスタンスに再インストールします。

b.

CodeDeploy デプロイグループに Auto Scaling グループを再登録します。

正常であることがわかり、使用したい Amazon S3 GitHub またはリビジョンで、フリート全体のデプ
ロイを作成します。
たとえば、リビジョンが、my-revision-bucket という Amazon S3 バケットにある .zip ファイル
で、オブジェクトキーが httpd_app.zip である場合、次のコマンドを入力します。
aws deploy create-deployment --application-name APPLICATION_NAME
APIDEPLOYMENT_GROUP_NAME
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revision "revisionType=S3,s3Location={bucket=my-revisionbucket,bundleType=zip,key=httpd_app.zip}"
現在、Auto Scaling グループに InService インスタンスが一つ存在するため、このデプロイは機能
するはずで、エラー [デプロイグループのインスタンスが見つからないため、デプロイに失敗しまし
た] は表示されなくなります。
8.

以前にスケールインしていた場合、デプロイが成功したら、Auto Scaling グループをスケールアウト
して元の容量に戻します。
aws autoscaling set-desired-capacity --auto-scaling-group-name ASG_NAME -desired-capacity ORIGINAL_CAPACITY

デプロイのデッドロックの問題を解決するには (コンソール)
1.

(オプション) CodeDeploy エラーを引き起こしている CI/CD パイプラインをブロックして、この問題
を解決している間に予期しないデプロイが発生しないようにします。

2.

Amazon EC2 コンソールにアクセスし、Auto Scaling の [希望する容量] の設定を書き留めます。場合
によっては、この手順の最後に、この数値にスケールバックする必要があります。この設定の見つけ
方の詳細については、「Auto Scaling グループの容量制限の設定」を参照してください。

3.

必要な EC2 インスタンスの数を 1 に設定:
希望する容量が 1 より大きい場合、オプションとなります。それを 1 に減らすことで、インスタン
スのプロビジョニングとデプロイにかかる時間が短くなり、トラブルシューティングが高速化されま
す。Auto Scaling の 希望する容量 がもともとに 0 設定されている場合、1 に増やす必要があります。
これは必須です。

Note
この手順の残りのステップでは、1 に 希望する容量 を設定したものとします。

4.

a.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペイン
で [Auto Scaling グループ] を選択します。

b.

適切なリージョンを選択します。

c.

問題がある Auto Scaling グループに移動します。

d.

[グループの詳細] で、[編集] を選択します。

e.

1 に 希望する容量 を設定。

f.

[Update] (更新) を選択します。

デプロイグループから Auto Scaling グループの登録を解除します。

Warning
次のサブステップでは、ソフトウェアなしで新しい EC2 インスタンスを起動します。コマン
ドを実行する前に、ソフトウェアを実行していない Auto Scaling InService インスタンス
が許容されることを確認します。例えば、ロードバランサーがソフトウェアなしでこのホス
トにトラフィックを送信していないことを確認してください。
a.

https://console.aws.amazon.com/codedeploy/ CodeDeploy でコンソールを開きます。

b.

適切なリージョンを選択します。

c.

ナビゲーションペインで、[アプリケーション] を選択します。

d.

CodeDeploy アプリケーションの名前を選択します。

e.

CodeDeploy デプロイグループ名を選択する。

f.

[編集] を選択します。

g.

環境設定 では、Amazon API
EC2バージョン
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いため、デプロイに失敗しました」というエラー

Note
環境設定が定義されていない場合、コンソールでは設定を保存できません。チェック
をバイパスするには、どのホストにも解決しないことがわかっている EC2 または Onpremises のタグを一時的に追加してください。タグを追加するには、Amazon EC2 イ
ンスタンス または オンプレミスインスタンス を選択し、タグの キー として EC2 また
は On-premises を追加します。タグの 値 は、空欄でも構いません。
h.

[Save changes] (変更の保存) をクリックします。
これらのサブステップを完了すると、次のようになります。

5.

6.

i.

CodeDeploy デプロイグループから Auto Scaling グループの登録を解除します。

ii.

CodeDeploy Auto Scaling ライフサイクルフックを Auto Scaling グループから。

iii.

デプロイ失敗の原因となっていたフックが存在しなくなるため、Auto Scaling は既存の EC2
インスタンスをキャンセルし、希望容量にスケーリングする新しいインスタンスを直ちに起
動します。新しいインスタンスは、InService 状態にまもなく移行するはずです。新しい
インスタンスには、ソフトウェアは含まれません。

EC2 インスタンスが InService 状態になるのを待ちます。その状態を確認するには:
a.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

b.

ナビゲーションペインで、[Auto Scaling Groups] をクリックします。

c.

[Auto Scaling グループ] を選択します。

d.

コンテンツペインで、インスタンス管理 タブを選択します。

e.

[インスタンス] で、InServiceインスタンスの横に [ライフサイクル] 列が表示されていることを確
認します。

削除にした方法と同じ方法で、Auto Scaling CodeDeploy グループをデプロイグループに再登録しま
す。
a.

https://console.aws.amazon.com/codedeploy/ CodeDeploy でコンソールを開きます。

b.

適切なリージョンを選択します。

c.

ナビゲーションペインで、[アプリケーション] を選択します。

d.

CodeDeploy アプリケーションの名前を選択します。

e.

CodeDeploy デプロイグループ名を選択する。

f.

[編集] を選択します。

g.

環境設定 で、Amazon EC2 Auto Scaling グループ を選択し、リストから Auto Scaling グループ
を選択します。

h.

Amazon EC2 インスタンス または オンプレミスインスタンス で、追加したタグを見つけて削除
します。

i.

Amazon EC2 インスタンスまたはオンプレミスインスタンス の横にあるチェックボックスの選択
を解除します。

j.

[Save changes] (変更の保存) をクリックします。

この設定により、ライフサイクルフックが Auto Scaling グループに再インストールされます。
7.

正常であることがわかり、使用したい Amazon S3 GitHub またはリビジョンで、フリート全体のデプ
ロイを作成します。
たとえば、リビジョンが、my-revision-bucket という Amazon S3 バケットにある .zip ファイル
で、オブジェクトキーが httpd_app.zip である場合、以下を実行します。
a.

CodeDeploy コンソールのデプロイグループページで、「デプロイを作成」を選択します。

b.

[Revision type (リビジョンのタイプ)] の場合は、[My application is stored in Amazon S3 (Amazon
S3 に保存されているアプリケーション)] を選択します。
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c.

リビジョンの場所 は、s3://my-revision-bucket/httpd_app.zip を選択します。

d.

[リビジョンファイルの種類] で、[.zip] を選択します。

e.

[Create deployment] を選択します。

現在、Auto Scaling グループに InService インスタンスが一つ存在するため、このデプロイは機能
するはずで、エラー [デプロイグループのインスタンスが見つからないため、デプロイに失敗しまし
た] は表示されなくなります。
8.

以前にスケールインしていた場合、デプロイが成功したら、Auto Scaling グループをスケールアウト
して元の容量に戻します。
a.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペイン
で [Auto Scaling グループ] を選択します。

b.

適切なリージョンを選択します。

c.

Auto Scaling グループに移動します。

d.

[グループの詳細] で、[編集] を選択します。

e.

希望する容量 元の値に戻す設定をします。

f.

[Update] (更新) を選択します。

のエラーコードAWS CodeDeploy
このトピックでは、CodeDeploy エラーに関するリファレンス情報を提供します。
エラーコード

説明

AGENT_ISSUE

デプロイは、CodeDeploy エージェントの問題によ
り失敗しました。このデプロイグループのすべて
のインスタンスで、エージェントがインストール
され、実行されていることを確認します。
詳細はこちら :
• の検証 CodeDeploy エージェントが実行されて
いる (p. 181)
• のインストール CodeDeploy エージェン
ト (p. 184)
• CodeDeploy エージェントの使用 (p. 170)

AUTO_SCALING_IAM_ROLE_PERMISSIONS

デプロイグループに関連付けられたサービスロー
ルに、次のオペレーションを実行するために必要
なアクセス権限がありません。AWSサービスサー
ビス。
詳細はこちら :
• ステップ 2: CodeDeploy のサービスロールの作
成 (p. 33)
• にアクセス許可を委任するロールの作成AWS
サービス

HEALTH_CONSTRAINTS

デプロイに失敗した個別のインスタンスが多すぎ
る、デプロイに使用できる正常なインスタンスが
少なすぎる、またはデプロイグループの一部のイ
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エラーコード

説明
ンスタンスで問題が発生しているため、全体的な
デプロイが失敗しました。
詳細はこちら :
• Instance Health (p. 256)
• インスタンスの問題のトラブルシューティン
グ (p. 463)
• EC2/オンプレミスのデプロイに関する問題のト
ラブルシューティング (p. 452)

HEALTH_CONSTRAINTS_INVALID

デプロイ設定で定義されている正常なインスタン
スの最小数が利用できないため、デプロイを開始
できません。デプロイ設定を更新するか、この
デプロイグループのインスタンス数を増やすこと
で、正常なインスタンスの必要な数を減らすこと
ができます。
詳細はこちら :
• Instance Health (p. 256)
• CodeDeploy のインスタンスの操作 (p. 204)

IAM_ROLE_MISSING

デプロイグループに指定された名前のサービス
ロールが存在しないため、デプロイに失敗しまし
た。正しいサービスロール名を使用していること
を確認します。
詳細はこちら :
• ステップ 2: CodeDeploy のサービスロールの作
成 (p. 33)
• CodeDeploy でデプロイグループの設定を変更す
る (p. 296)

IAM_ROLE_PERMISSIONS

CodeDeploy にロールを引き受けるために必要な
アクセス権限がないか、使用している IAM ロール
に、AWSサービスサービス。
詳細はこちら :
• ステップ 3: IAM ユーザーのプロビジョニン
グ (p. 39)
• ステップ 2: CodeDeploy のサービスロールの作
成 (p. 33)
• ステップ 4: Amazon EC2 インスタンスの IAM
インスタンスプロファイルを作成する (p. 40)
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エラーコード

NO_INSTANCES

説明
これは、次のいずれかの条件によって発生する可
能性があります。
• EC2/オンプレミスの Blue/Green デプロイ
で、Amazon EC2 タグを使用すると、適切に設
定されない場合があります。CodeDeploy デプロ
イグループで、Blue インスタンスと Green イン
スタンスに含まれていることを確認してくださ
い。インスタンスが正しくタグ付けされている
ことを確認するには、Amazon EC2 コンソール
を使用します。
• Amazon EC2 Auto Scaling グループを使用する
場合、Auto Scaling グループに十分な容量がな
い可能性があります。デプロイに、Auto Scaling
グループに十分なキャパシティーがあることを
確認します。Amazon EC2 コンソールを使用
して正常なインスタンスの数を参照すること
で、Amazon EC2 Auto Scaling グループのキャ
パシティーを表示できます。
• EC2/オンプレミスの Blue/Green デプロイの場
合、Blue と Green のフリートのサイズが異なる
場合があります。両方のフリートのサイズが同
じであることを確認します。
詳細はこちら :
• Tagging Instances for Deployments (p. 206)
• チュートリアル:[Auto Scaling グループにア
プリケーションをデプロイするために使用
CodeDeploy ] (p. 106)
• Blue/Green デプロイ (コンソール) のアプリケー
ションを作成します。 (p. 272)

OVER_MAX_INSTANCES

デプロイの対象となるインスタンス数が、アカウ
ントで許可されるインスタンス数より多いため、
デプロイに失敗しました。このデプロイの対象
となるインスタンスの数を減らすには、このデ
プロイグループのタグ設定を更新するか、対象イ
ンスタンスの一部を削除します。または、AWS
Supportで、制限の引き上げをリクエストします。
詳細はこちら :
• CodeDeploy でデプロイグループの設定を変更す
る (p. 296)
• CodeDeploy 限界 (p. 445)
• 制限の引き上げのリクエスト

API バージョン 2014-10-06
478

AWS CodeDeploy ユーザーガイド
関連トピック

エラーコード

説明

THROTTLED

IAM ロールによって AWS CodeDeploy で許可され
るよりも多くのリクエストが行われたため、デプ
ロイに失敗しました。リクエスト数を減らしてみ
てください。
詳細はこちら :
• クエリ API リクエスト率
デプロイグループが、その Amazon EC2 Auto
Scaling グループに対して正しく設定されていない
ため、デプロイに失敗しました。CodeDeploy コ
ンソールで、デプロイグループから Amazon EC2
Auto Scaling グループを削除し、もう一度追加し
てください。

UNABLE_TO_SEND_ASG

詳細はこちら :
• との動作 CodeDeploy と Auto Scaling 統合

関連トピック
トラブルシューティング CodeDeploy (p. 449)
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CodeDeploy
CodeDeploy を利用する際に役立つ関連リソースは以下の通りです。

リファレンスガイドとサポートリソース
• AWS CodeDeployAPI リファレンス-CodeDeploy アクションとデータ型に関する説明、構文、および使
用例。一般的なパラメータやエラーコードが含まれます。
• CodeDeploy テクニカルよくある質問— CodeDeploy に関するお客様からのよくある質問。
• AWSサポートセンター— お客様のアカウントを作成して管理するためのハブです。AWS Supportケー
ス。フォーラム、技術上のよくある質問、サービス状態ステータス、など、他のリソースへのリンクも
含まれています。AWS Trusted Advisor。
• AWSサポートプラン-に関する情報が収めたメインのウェブページです。AWS Support計画。
• お問い合わせ-に関するお問い合わせの受付窓口です。AWSの請求、アカウント、イベント、不正行為、
その他の問題。
• AWSサイト利用規約-当社の著作権、商標、お客様のアカウント、ライセンス、サイトへのアクセス、お
よびその他のトピックに関する詳細情報です。

サンプル
• GitHub の CodeDeploy サンプル— CodeDeploy 用のサンプルとテンプレートのシナリオ。
• CodeDeploy ジェンキンス— CodeDeploy 用の Jenkins プラグイン
• CodeDeploy— CodeDeploy エージェントのオープンソースバージョン。

ブログ
• AWSDevOps ブログ-開発者、システム管理者、アーキテクトへの洞察。

AWSソフトウェア開発キットとツール
以下のようになりますAWSSDK とツールは CodeDeploy を使用したソリューション開発をサポートしま
す。
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for Java
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP
• AWS SDK for Python (Boto)
• AWS SDK for Ruby
• AWS Toolkit for Eclipse— パーツ1,2, および3。
• AWS Tools for Windows PowerShell-の機能を公開する Windows PowerShell コマンドレットのセッ
ト。AWS SDK for .NETPowerShell 環境で使用します。
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• の CodeDeploy コマンドレットAWS Tools for PowerShell-PowerShell 環境の CodeDeploy 機能を公開す
る Windows PowerShell コマンドレットのセット。
• AWS Command Line Interface-アクセスするための統一コマンドライン構文AWSのサービス。AWS CLI
は、サポートされているすべてのサービスにアクセスできるように、単一セットアッププロセスを使用
します。
• AWS開発者用ツール-CodeDeploy を使用した革新的なアプリケーションの構築に役立つドキュメント、
コード例、リリースノート、その他の情報を含むリソースへのリンクです。AWS。
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ドキュメント履歴
次の表は、CodeDeploy ユーザーガイドの最新版リリース以降の、新しく拡張された機能をサポートする
ために行われた、このユーザーガイドの重要な変更点について説明しています。
• API バージョン: 2014-10-06
• ドキュメントの最終更新日:2022 年月月月月月月月月月日

変更

説明

日付

CodeDeploy エージェント v1.4.1
リリース (p. 482)

AWS CodeDeployエージェント
は、バージョン 1.4.1 に更新さ
れました。詳細については、「
CodeDeploy エージェントのバー
ジョン履歴」を参照してくださ
い。

2022 年月月月日日日日

トラブルシューティングトピッ
クを追加しました (p. 482)

Windows CodeDeploy 用エー
2022 年月月月日日日日
ジェントで使用される長いファ
イルパスによって発生するエラー
のトラブルシューティング方法に
関するトピックを追加しました。
詳細については、「No such file
or directory」エラーは「No such
file or directory」エラーを参照し
てください。

制限を変更しました。 (p. 482)

次の制限が変更されました。
2022 年 9 月 7 日
「AWSアカウントに関連付けら
れるカスタムデプロイ構成の最大
数」は 200 になりました。制限
に関する詳細については、「の制
限」を参照してください。

CodeDeploy エージェント v1.4.0
リリース (p. 482)

AWS CodeDeployエージェント
は、バージョン 1.4.0 に更新さ
れました。詳細については、「
CodeDeploy エージェントのバー
ジョン履歴」を参照してくださ
い。

いくつかの制限を修正しまし
た。 (p. 482)

次の制限が修正されました。
2022 年 8 月 8 日
「AWSアカウントに関連する同
時デプロイの最大数」は 1000 に
なりました。「1 つのデプロイ内
の最大インスタンス数」は 1000
になりました。「進行中で、1 つ
のアカウントに関連付けられてい
る同時デプロイで使用できるイン
スタンスの最大数」は 1000 にな
りました。「AWSアカウントに
関連付けられたカスタムデプロイ
構成の最大数」は 100 になりま
した。制限に関する詳細について
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は、「の制限」を参照してくださ
い。
CodeDeploy 各リージョンで
サポートされているエンドポイ
ントを示す表を追加しました。
(p. 482)

詳細については、「Amazon
Virtual CodeDeploy Private
Cloud」を参照してください。

Amazon ECS Blue/Green デプ
ロイの制限を追加しました。
(p. 482)

Amazon ECS の Blue/Green デプ 2022 年 4 月 12 日
ロイにおいてリビジョンをデプ
ロイしてから置き換え先環境へト
ラフィックが移行されるまでの最
大時間数は 120 になりました。
詳細については、制限トピック
の「デプロイメント」を参照して
ください。

混乱した使節の問題の防止方法
に関するトピックを追加しまし
た (p. 482)

詳細については、「」AWS
Identity and Access Management
を参照してくださいAWS
CodeDeploy。

CodeDeploy AWS既存の管理ポ
リシーを更新しました (p. 482)

2021 年 11 月 22 日
AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited
ロールが更新されました。詳細に
ついては、「AWS 管理ポリシー
の更新」を参照してください。

CodeDeploy AWS既存の管理ポ
リシーを更新しました (p. 482)

AWSCodeDeployRole が更新
されました。詳細については、
「AWS 管理ポリシーの更新」を
参照してください。

2021年5月18日

CodeDeploy エージェント
v1.3.2 (p. 482)

AWS CodeDeploy エージェント
は、バージョン 1.3.2 に更新さ
れました。詳細については、「
CodeDeploy エージェントのバー
ジョン履歴」を参照してくださ
い。

2021 年 5 月 6 日

CodeDeploy は古くなった
Amazon EC2 インスタンスの更
新をサポート (p. 482)

CodeDeploy は古くなった
2021 年 2 月 23 日
Amazon EC2 インスタンスの自
動更新をサポートするようになり
ました。詳細については、「デプ
ロイグループの詳細オプションの
設定」を参照してください。

CodeDeploy エージェント
v1.3.1 (p. 482)

AWS CodeDeploy エージェント
は、バージョン 1.3.1 に更新さ
れました。詳細については、「
CodeDeploy エージェントのバー
ジョン履歴」を参照してくださ
い。

2020 年 12 月 22 日

CodeDeploy エージェント
v1.3.0 (p. 482)

AWS CodeDeploy エージェント
は、バージョン 1.3.0 に更新さ
れました。詳細については、「
CodeDeploy エージェントのバー
ジョン履歴」を参照してくださ
い。

2020 年 11 月 10 日
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CodeDeploy エージェント
v1.2.1 (p. 482)

AWS CodeDeploy エージェント
は、バージョン 1.2.1 に更新さ
れました。詳細については、「
CodeDeploy エージェントのバー
ジョン履歴」を参照してくださ
い。

CodeDeploy はが提供する VPC
エンドポイントをサポートしま
す。AWS PrivateLink (p. 482)

Amazon Virtual Private Cloud
2020 年 8 月 11 日
(Amazon VPC) を使用して AWS
リソースをホストすると、VPC
と CodeDeploy の間のプライ
ベート接続を確立できます。この
接続を使用すると、 CodeDeploy
はパブリックインターネットを経
由せずに、VPC のリソースと通
信できます。詳細については、
「Amazon Virtual CodeDeploy
Private Cloud」を参照してくださ
い。

CodeDeploy サービス制限の更
新 (p. 482)

アカウントあたりのアプリケー
2020 年 8 月 6 日
ション数と、アプリケーショ
ンごとのデプロイグループ数の
上限を 1000 に更新しました。
CodeDeploy 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CodeDeploy 。

CodeDeploy エージェント
v1.1.2 (p. 482)

AWS CodeDeploy エージェント
は、バージョン 1.1.2 に更新さ
れました。詳細については、「
CodeDeploy エージェントのバー
ジョン履歴」を参照してくださ
い。

CodeDeploy エージェント 1.1.0
のリリースおよび Amazon
EC2 Systems Manager との統
合 (p. 482)

CodeDeploy エージェントの
2020 年 6 月 30 日
バージョン 1.1.0 が利用可能
になりました。詳細について
は、 CodeDeploy エージェント
のバージョン履歴を参照してく
ださい。Amazon EC2 Systems
Manager を使用して、Amazon
EC2 CodeDeploy またはオンプレ
ミスのインスタンスのエージェン
トのインストールと更新を自動的
に管理できるようになりました。
詳細については、「Amazon EC2
Systems Manager CodeDeploy
を使用してエージェントをイン
ストールする」を参照してくださ
い。
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2020 年 9 月 23 日

2020 年 8 月 4 日

AWS CodeDeploy ユーザーガイド

CodeDeploy を使用した Amazon
ECS Blue/Green デプロイの
管理をサポートします。AWS
CloudFormation (p. 482)

を使用して、AWS
2020 年 5 月 19 日
CloudFormationを使用した
Amazon ECS Blue/Green デプロ
イを管理できます CodeDeploy。
デプロイを生成するには、Green
と Blue のリソースを定義
し、AWS CloudFormation で
使用するトラフィックルー
ティングと安定化の設定を指
定します。詳細については、
「AWS CloudFormation を通じた
Amazon ECS Blue/Green デプロ
イの作成」を参照してください。

CodeDeploy Amazon ECS
Blue/Green デプロイの加重
トラフィックシフトをサポー
ト (p. 482)

CodeDeploy Amazon ECS Blue/
2020 年 2 月 6 日
Green デプロイの加重トラ
フィックシフトがサポートされ
るようになりました。デプロイ
設定を選択または作成して、デプ
ロイでのトラフィックのシフト間
隔と、各間隔でトラフィックをシ
フトする割合を指定します。この
変更を反映するために、トピック
「Amazon ECS コンピューティ
ングプラットフォームのデプロイ
設定」を更新しました。

セキュリティ、認証、アクセ
ス制御に関するトピックの更
新 (p. 482)

のセキュリティ、認証、
2019 年 11 月 26 日
CodeDeploy およびアクセスコン
トロールに関する情報は、新しい
セキュリティの章にまとめられま
した。詳細については、「セキュ
リティ」を参照してください。

CodeDeploy 通知ルールをサポー
ト (p. 482)

通知ルールを使用して、デプロイ 2019 年 11 月 5 日
の重要な変更をユーザに通知でき
るようになりました。詳細につい
ては、「通知ルールを作成する」
を参照してください。

トピックの更新 (p. 482)

CodeDeploy 「」が、アジアパシ 2019 年 4 月 25 日
フィック (香港) (ap-east-1) リー
ジョンで利用可能になりました。
CodeDeploy エージェントのセッ
トアップの手順が含まれているい
くつかのトピックは、この新しい
リージョンの可用性を反映するよ
うに更新されています。このリー
ジョンへのアクセスを明示的に有
効にする必要があります。詳細に
ついては、AWS リージョンの管
理を参照してください。
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トピックの更新 (p. 482)

AWS CodeDeploy「」 は
2018 年 11 月 27 日
Amazon ECSサービスでコンテ
ナ化されたアプリケーションの
Blue/Green デプロイがサポート
されるようになりました。新し
い Amazon ECS CodeDeploy コ
ンピューティングプラットフォー
ムを使用するアプリケーション
は、コンテナ化されたアプリ
ケーションを同じ Amazon ECS
サービスの新しい置き換えタス
クセットにデプロイします。こ
の変更を反映するために、コン
ピューティングプラットフォー
ムの概要、Amazon ECSAWS
CodeDeployコンピューティン
グプラットフォームでのデプロ
イ、Amazon ECSAppSpec デプ
ロイのファイル構造、Amazon 用
アプリケーションの作成など、い
くつかのトピックが追加および更
新されました。ECS サービスの
導入 (コンソール)。

CodeDeploy エージェントを更
新しました (p. 482)

AWS CodeDeploy エージェント
2018 年 11 月 15 日
は、バージョン 1.0.1.1597 に更
新されました。詳細については、
「 CodeDeploy エージェントの
バージョン履歴」を参照してくだ
さい。

コンソールの更新 (p. 482)

このガイドの手順が、
2018 年 10 月 30 日
CodeDeploy コンソールの新しい
設計に合わせて更新されました。

CodeDeploy エージェントで
サポートされている新しい最小
バージョン (p. 482)

AWS CodeDeploy エージェント
2018 年 8 月 7 日
でサポートされている最小バー
ジョンは 1.1.0 になりました。詳
細については、「 CodeDeploy
エージェントのバージョン履歴」
を参照してください。

以前の更新
次の表に、2018 年 6 月以前の AWS CodeDeploy ユーザーガイドの各リリースにおける重要な変更点を示
します。
変更

説明

変更日

トピックの更新

CodeDeploy が欧州 (パリ) リージョン (eu-west-3) リージョン
で利用可能になりました。 CodeDeploy エージェントのセット
アップの手順が含まれているいくつかのトピックは、この新し
いリージョンの可用性を反映するように更新されています。

2017 年 12 月
19 日
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変更

説明

変更日

トピックの更新

CodeDeploy が中国 (寧夏) リージョンで利用可能になりまし
た。

2017 年 12 月
11 日

中国 (北京) リージョンまたは中国 (寧夏)でサービスを使用す
るには、そのリージョンのアカウントと認証情報が必要です。
他の AWS リージョンのアカウントや認証情報は、北京と寧夏
リージョンでは機能せず、その逆もまた同様です。
CodeDeploy リソースキットのバケット名やエージェントのイ
ンストール手順など、 CodeDeploy 中国リージョン向けのい
くつかのリソースに関する情報は、今回の「CodeDeploy ユー
ザーガイド」には含まれていません。
詳細については:
• CodeDeploy「中国 (北京)AWS リージョンのはじめに」
• CodeDeploy 中国地域向けユーザーガイド (英語版 | 中国語
版)
トピックの更新

CodeDeploy は、Lambda 関数のデプロイをサポートするよう
になりました。AWS Lambda のデプロイは、既存の Lambda
関数からの着信トラフィックを、更新された Lambda 関数バー
ジョンに移行します。デプロイ設定を選択あるいは作成して、
デプロイでトラフィックのシフト間隔の数と各間隔でシフト
するトラフィックの割合を指定します。AWS Lambda デプロ
イは AWS サーバーレスアプリケーション (AWS SAM) でサ
ポートされているため、AWS SAM デプロイの優先度を使用し
て、AWS Lambda デプロイ中にどのトラフィックをシフトす
るかについての方法を管理できます。複数のトピックが追加お
よび更新されており、「 CodeDeploy コンピューティングプ
ラットフォームの概要 (p. 2)」、「AWS Lambda コンピュー
ティングプラットフォームのデプロイ (p. 15)」、「を作成する
AWSLambda コンピューティングプラットフォームのデプロイ
(コンソール) (p. 322)」、「AWS Lambda 関数デプロイ用のア
プリケーションを作成 (コンソール) (p. 276)」、「に AppSpec
ファイルを追加するAWSLambda デプロイサービス (p. 304)」
など、この変更が反映されています。

新しいトピック

CodeDeploy では、 CodeDeploy エージェントがインストール 2017 年 11 月
されているローカルマシンまたはインスタンスへの直接的なデ 16 日
プロイがサポートされるようになりました。ローカルにデプロ
イをテストし、エラーがある場合は、 CodeDeploy エージェン
トのエラーログを使用してデバッグできます。また、ローカル
デプロイを使用して、アプリケーションリビジョンの整合性、
AppSpec ファイルのコンテンツなどをテストできます。詳細に
ついては、「CodeDeploy エージェントを使用して、ローカル
マシン上のデプロイパッケージを検証する (p. 345)」を参照し
てください。
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変更

説明

変更日

トピックの更新

CodeDeploy デプロイグループ内の Elastic Load Balancing
2017 年 9 月
ロードバランサーのサポートが拡張され、Blue/Green デプ
12 日
ロイおよびインプレースデプロイの両方で Network Load
Balancer が含まれました。これで、デプロイグループの
Application Load Balancer、Classic Load Balancer、Network
Load Balancer が選択できます。ロードバランサーは Blue/
Green デプロイでは必須、インプレースデプロイでは
任意です。「Integrating CodeDeploy with Elastic Load
Balancing (p. 54)」、「インプレースデプロイ (コンソール)
用のアプリケーションを作成 (p. 270)」、「デプロイの前提
条件 (p. 318)」、「Integrating CodeDeploy with Elastic Load
Balancing (p. 54)」、および「インプレースデプロイ (コンソー
ル) 用のアプリケーションを作成 (p. 270)」を含む、数多くのト
ピックが更新され、この追加サポートが反映されています。

トピックの更新

CodeDeploy デプロイグループ内の Elastic Load Balancing
ロードバランサーのサポートが拡張され、Blue/Green デプ
ロイおよびインプレースデプロイの両方で Application Load
Balancer が含まれました。これで、デプロイグループの
Application Load Balancer と Classic Load Balancer が選択
できます。ロードバランサーは Blue/Green デプロイでは
必須、インプレースデプロイでは任意です。「Integrating
CodeDeploy with Elastic Load Balancing (p. 54)」、「を使用し
てアプリケーションを作成 CodeDeploy (p. 269)」、「でデプ
ロイグループを作成する CodeDeploy (p. 283)」を含むトピッ
クが更新され、この追加サポートが反映されています。

新しく更新されたト
ピック

CodeDeploy で、デプロイグループに含まれるインスタンスの
2017 年 7 月
結合と交差の識別に複数のタググループを使用できるように
31 日
なりました。単一のタググループを使用する場合は、グルー
プ内の少なくとも 1 つのタグによって識別されたインスタン
スがデプロイグループに含まれます。複数のタググループを
使用する場合は、タググループそれぞれの少なくとも 1 つの
タグによって識別されたインスタンスのみが含まれます。で
プログループにインスタンスを追加する新しい方法の詳細に
ついては、「Tagging Instances for Deployments (p. 206)」
を参照してください。このサポートを反映するように更新
されたその他のトピックには、「インプレースデプロイ (コ
ンソール) 用のアプリケーションを作成 (p. 270)」、「Blue/
Green デプロイ (コンソール) のアプリケーションを作成しま
す。 (p. 272)」、「インプレースデプロイ用のデプロイグルー
プを作成する (コンソール) (p. 284)」、「EC2/オンプレミス
Blue/Green デプロイ用のデプロイグループを作成する (コン
ソール) (p. 286)」、「Deployments (p. 14)」、および チュート
リアル: CodeDeploy を使用して GitHub からアプリケーション
をデプロイする (p. 123) の ステップ 5: アプリケーションおよ
びデプロイグループの作成 (p. 129) があります。
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変更

説明

変更日

トピックの更新

Windows Server CodeDeploy インスタンスにエージェントを
インストールする 2 つの方法が「」に追加されましたのイン
ストール CodeDeploy Windows サーバー用エージェントで
す。 (p. 189)。Windows PowerShell コマンドに加えて、イン
ストールファイルのダウンロードに、直接 HTTPS リンクを使
用する方法と Amazon S3 コピーコマンドを使用する方法の説
明が追加されました。ファイルがインスタンスにダウンロード
またはコピーされた後、手動でインストールを実行できます。

2017 年 7 月
12 日

トピックの更新

CodeDeploy GitHub アカウントおよびリポジトリへの接続を管 2017 年 5 月
理する方法を改善しました。 CodeDeploy GitHub アプリケー
30 日
ションをリポジトリに関連付けるために、 GitHubアカウント
への接続を最大 25 まで作成して保存できるようになりまし
た。各接続は複数のリポジトリをサポートできます。最大 25
GitHub の異なるアカウントへの接続を作成することも、1 つの
アカウントに複数の接続を作成することもできます。 GitHub
アプリケーションをアカウントに接続すると、 CodeDeploy 必
要なアクセス権限が管理されるため、ユーザー側のアクション
は一切不要です。このサポートを反映するために「GitHub リ
ポジトリに保存されているリビジョンに関する情報を指定す
る (p. 326)」、「CodeDeploy を GitHub に統合 (p. 60)」、およ
び「チュートリアル: CodeDeploy を使用して GitHub からアプ
リケーションをデプロイする (p. 123)」を更新しました。

トピックの更新

以前は、 CodeDeploy エージェントが、前回の成功したデプロ
イのアプリケーションリビジョンに含まれていないファイルを
デプロイ先で検出すると、現行のデプロイはデフォルトで失敗
しました。 CodeDeploy では、これらのファイルをエージェ
ントで処理する方法として、デプロイを失敗させる、コンテ
ンツを保持する、またはコンテンツを上書きするオプションが
提供されるようになりました。 CodeDeploy を使用してデプ
ロイを作成する (p. 318)このサポートを反映するように更新さ
れ、既存のコンテンツでのロールバック動作 (p. 340)に新しい
セクションが追加されましたCodeDeploy を使用してデプロイ
を再デプロイしてロールバックする (p. 338)。

2017 年 5 月
16 日

トピックの更新

CodeDeploy コンソールまたはAWS CLIを使用して Elastic
Load Balalancing の Classic Load Balancing の Classic Load
Balancing の Classic Load Balancing の Classic Load Bal イ
ンプレースデプロイ中は、ロードバランサーにより、デプロ
イ先のインスタンスに対するインターネットトラフィックの
ルーティングがブロックされ、そのインスタンスへのデプロ
イが完了した時点でインスタンスに対するトラフィックのルー
ティングが再開されます。この新しいサポートを反映するため
に、「AWS の他のサービスとの統合 (p. 46)」、「Integrating
CodeDeploy with Elastic Load Balancing (p. 54)」、「イン
プレースデプロイ (コンソール) 用のアプリケーションを作
成 (p. 270)」、「インプレースデプロイ用のデプロイグループ
を作成する (コンソール) (p. 284)」、「AppSpec 「hook」セク
ション (p. 414)」など、いくつかのトピックを更新しました。
トラブルシューティングガイドに新しいセクション「失敗し
た ApplicationStop BeforeBlockTraffic、 AfterBlockTraffic また
はデプロイライフサイクルイベントのトラブルシューティン
グ (p. 458)」を追加しました。

2017 年 4 月
27 日
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変更

説明

変更日

トピックの更新

CodeDeploy コンソールまたはAWS CLIを使用して Elastic
Load Balalancing の Classic Load Balancing の Classic Load
Balancing の Classic Load Balancing の Classic Load Bal イ
ンプレースデプロイ中は、ロードバランサーにより、デプロ
イ先のインスタンスに対するインターネットトラフィックの
ルーティングがブロックされ、そのインスタンスへのデプロ
イが完了した時点でインスタンスに対するトラフィックのルー
ティングが再開されます。この新しいサポートを反映するため
に、「AWS の他のサービスとの統合 (p. 46)」、「Integrating
CodeDeploy with Elastic Load Balancing (p. 54)」、「イン
プレースデプロイ (コンソール) 用のアプリケーションを作
成 (p. 270)」、「インプレースデプロイ用のデプロイグループ
を作成する (コンソール) (p. 284)」、「AppSpec 「hook」セク
ション (p. 414)」など、いくつかのトピックを更新しました。
トラブルシューティングガイドに新しいセクション「失敗し
た ApplicationStop BeforeBlockTraffic、 AfterBlockTraffic また
はデプロイライフサイクルイベントのトラブルシューティン
グ (p. 458)」を追加しました。

2017 年 5 月
1日

トピックの更新

CodeDeploy が中国 (北京) リージョンで利用可能になりまし
た。

2017 年 3 月
29 日

中国 (北京) リージョンまたは中国 (寧夏)でサービスを使用す
るには、そのリージョンのアカウントと認証情報が必要です。
他の AWS リージョンのアカウントや認証情報は、北京と寧夏
リージョンでは機能せず、その逆もまた同様です。
CodeDeploy リソースキットのバケット名やエージェントのイ
ンストール手順など、 CodeDeploy 中国リージョン向けのい
くつかのリソースに関する情報は、今回の「CodeDeploy ユー
ザーガイド」には含まれていません。
詳細については:
• CodeDeploy「中国 (北京)AWS リージョンのはじめに」
• CodeDeploy 中国地域向けユーザーガイド (英語版 | 中国語
版)
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変更

説明

変更日

新しく更新されたト
ピック

Blue/Green CodeDeploy デプロイの新たなサポートを反映さ
せるいくつかの新しいトピックが導入され、その中では、デプ
ロイグループのインスタンス (元の環境) が、別の一連のイン
スタンス (置き換え先環境) で置き換えられます。 Blue/Green
デプロイの概要 (p. 8)で使用されているブルー/グリーンの方法
論について大まかに説明しています CodeDeploy。新しい追加
トピックには、「Blue/Green デプロイ (コンソール) のアプリ
ケーションを作成します。 (p. 272)」、「EC2/オンプレミス
Blue/Green デプロイ用のデプロイグループを作成する (コン
ソール) (p. 286)」と「Elastic Load Balancing でロードバラン
サーをセットアップする CodeDeploy Amazon EC2 デプロイメ
ント (p. 290)」が含まれます。

2017 年 1 月
25 日

CodeDeploy を使用してデプロイを作成す
る (p. 318)、CodeDeploy でデプロイ設定を使用す
る (p. 261)、を使用してアプリケーションを作成
CodeDeploy (p. 269)、CodeDeploy でデプロイグループを使用
する方法を説明します (p. 282)、でのデプロイグループの使用
CodeDeploy (p. 317)、AppSpec 「hook」セクション (p. 414)
を含む、数多くのトピックも更新されました。
新しく更新されたト
ピック

新しいトピックの「register-on-premises-instance コマンド
(IAM セッション ARN) を使用してオンプレミスインスタンス
を登録します。 (p. 243)」では、AWS Security Token Service
を通して生成される定期的に更新された一時認証情報を使用し
てオンプレミスのインスタンスを認証し登録する方法を説明し
ます 。この方法により、各インスタンスで静的 IAM ユーザー
の認証情報だけを使用するより、オンプレミスインスタンスの
大規模フリートをサポートするためのより良いサポートが提供
されます。「Working with On-Premises Instances (p. 227)」は
この新しいサポートを反映して更新されました。

2016 年 28 月
12 日

トピックの更新

CodeDeploy が欧州 (ロンドン) リージョン (eu-west-2) で利用
可能になりました。 CodeDeploy エージェントのセットアップ
の手順が含まれているいくつかのトピックは、この新しいリー
ジョンの可用性を反映するように更新されています。

2016 年 12 月
13 日

トピックの更新

CodeDeploy がカナダ (中部) リージョン (ca-central-1) で利用
可能になりました。 CodeDeploy エージェントのセットアップ
の手順が含まれているいくつかのトピックは、この新しいリー
ジョンの可用性を反映するように更新されています。

2016 年 12 月
8日

トピックの更新

CodeDeploy が米国東部 (オハイオ) リージョン (us-east-2) で
利用可能になりました。 CodeDeploy エージェントのセット
アップの手順が含まれているいくつかのトピックは、この新し
いリージョンの可用性を反映するように更新されています。

2016 年 10 月
17 日

新しいトピック

新しいセクションである「認証とアクセスコントロール」
が、認証情報の使用を通してリソースへのアクセスをセ
キュリティ保護するのに役立つ [AWS Identity and Access
Management(IAM)] CodeDeploy とにより、認証情報を使用し
てリソースに安全にアクセスするための総合的な情報を提供
します。これらの認証情報は Amazon S3 バケットからアプリ
ケーションリビジョンを取得することや Amazon EC2 インス
タンスでタグを読むことなど、AWS リソースにアクセスする
ために必要なアクセス許可を提供します。

2016 年 10 月
11 日
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AWS CodeDeploy ユーザーガイド
以前の更新

変更

説明

変更日

トピックの更新

の更新 CodeDeploy Windows サーバー上のエージェン
ト (p. 195)「」は、Windows Server CodeDeploy の新しいエー
ジェントアップデーターの可用性を反映するように更新され
ています。Windows Server インスタンスにインストールする
と、アップデーターは新しいバージョンを定期的に確認しま
す。新しいバージョンが検出された場合、アップデーターは、
最新バージョンをインストールする前に、インストールされて
いる場合はエージェントの現在のバージョンをアンインストー
ルします。

2016 年 10 月
4日

トピックの更新

CodeDeploy は Amazon CloudWatch アラームと統合し、ア
ラームしきい値で指定されているとおり、連続した期間の数、
指定したアラームの状態に変更がある場合、デプロイを停止で
きるようにします。

2016 年 ９ 月
15 日

CodeDeploy また、デプロイの自動的なロールバックがサポー
トされるようになりました。デプロイの自動的なロールバック
がサポートされるようになりました。
いくつかのトピックは を使用してアプリケーションを作
成 CodeDeploy (p. 269)、でデプロイグループを作成する
CodeDeploy (p. 283)、CodeDeploy でデプロイグループの設
定を変更する (p. 296)、Deployments (p. 14)、CodeDeploy
を使用してデプロイを再デプロイしてロールバックす
る (p. 338)、CodeDeploy との製品とサービスの統合 (p. 46) を
含め、新しいトピック CodeDeploy での CloudWatch アラーム
を使用したデプロイのモニタリング (p. 353) と共にこれらの変
更を反映するよう更新されています。
新しく更新されたト
ピック

CodeDeploy Amazon CloudWatch Events との統合を提供する
ようになりました。 CodeDeploy デプロイの状態またはデプロ
イグループに属するインスタンスの状態の変更が検出された場
合に、 CloudWatch イベントを使用して 1 つまたは複数のアク
ションを開始できるようになりました。Amazon SQS キュー
に対してメッセージをプッシュし、または、 CloudWatch ア
ラームアクションをトリガーする Kinesis ストリームまたは
Amazon SNS トピックに対して発行するAWS Lambda関数を
呼び出すアクションを組み込むことができます。詳細について
は、「Amazon CloudWatch Events でのデプロイのモニタリン
グ (p. 354)」を参照してください。

2016 年 9 月
9日

トピックの更新

「」Integrating CodeDeploy with Elastic Load Balancing (p. 54)
トピックおよび「」はAWS の他のサービスとの統合 (p. 46)、
追加の負荷分散オプションを反映するように更新されていま
す。 CodeDeploy で、Elastic Load Balancing の Classic Load
Balancing の Classic Load Balancer がサポートされるようにな
りました。

2016 年 8 月
11 日

トピックの更新

CodeDeploy がアジアパシフィック (ムンバイ) リージョン (apsouth-1) で利用可能になりました。 CodeDeploy エージェント
のセットアップの手順が含まれているいくつかのトピックは、
この新しいリージョンの可用性を反映するように更新されてい
ます。

2016 年 6 月
27 日
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変更

説明

変更日

トピックの更新

CodeDeploy が、アジアパシフィック (ソウル) (ap-northeast-2)
リージョンで利用可能になりました。 CodeDeploy エージェ
ントのセットアップの手順が含まれているいくつかのトピック
は、この新しいリージョンの可用性を反映するように更新され
ています。

2016 年 6 月
15 日

目次はインスタンス、デプロイ設定、アプリケーション、
デプロイグループ、リビジョン、およびデプロイのセク
ションを含めるように再編成されました。新しいセクショ
ンは CodeDeploy チュートリアルに追加されています。
より使いやすくするため、CodeDeploy AppSpec ファイ
ルリファレンス (p. 399) および トラブルシューティング
CodeDeploy (p. 449) を含むいくつかの長いトピックは、短い
トピックに分割されています。 CodeDeploy エージェントの
設定情報は新しいトピック「CodeDeploy エージェント設定リ
ファレン (p. 432)」に移動しました。
新しく更新されたト
ピック

「のエラーコードAWS CodeDeploy (p. 476)」では、
CodeDeploy デプロイが失敗したときに表示される可能性のあ
る一部のエラーメッセージについての情報を提供します。
トラブルシューティング CodeDeploy (p. 449) の以下のセク
ションは、デプロイの問題の解決により役立つよう更新されま
した。

2016 年 4 月
20 日

• Amazon EC2 Auto Scaling グループの EC2 インスタンスが
起動に失敗し、「ハートビートのタイムアウト」というエ
ラーが表示される (p. 468)
• 複数のデプロイグループを 1 つの Amazon EC2 Auto Scaling
グループに関連付けることは避ける (p. 468)
トピックの更新

CodeDeploy 「」は、南米 (サンパウロ) (sa-east-1) リージョン
で利用可能になりました。 CodeDeploy エージェントのセット
アップの手順が含まれているいくつかのトピックは、この新し
いリージョンの可用性を反映するように更新されています。
CodeDeploy エージェントの使用 (p. 170)「」は、新し
い:max_revisions: を反映するように更新されました。これは、
CodeDeploy エージェントがアーカイブするデプロイグループ
のアプリケーションリビジョンの数を指定するために使用しま
す。
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以前の更新

変更

説明

変更日

新しく更新されたト
ピック

CodeDeploy 「」は、デプロイグループへのトリガーの追加を
2016 年 2 月
サポートし、デプロイグループのデプロイまたはインスタン
17 日
スに関連するイベントに関する通知を受信するようになりま
した。これらの通知は、トリガーのアクションの一部にした
Amazon Simple Notification Service トピックをサブスクライブ
する受信者に送信されます。カスタマイズされた通知のワーク
フローでトリガーが発生した場合に作成される JSON データ
も使用できます。詳細については、「Monitoring Deployments
with Amazon SNS Event Notifications (p. 358)」を参照してくだ
さい。
手順は [Application details] ページの再設計を反映するように更
新されています。
トラブルシューティング CodeDeploy (p. 449) の デプロイ中に
インスタンスを削除した場合、デプロイは最大 1 時間は失敗し
ません。 (p. 463) セクションが更新されました。
「CodeDeploy 限界 (p. 445)」は、改訂された 1 つのアプリ
ケーションに関連付けられるデプロイグループの数の制限、最
小の正常なインスタンス設定の許可された値、AWS SDK for
Ruby の必要なバージョンを反映するように更新されました。

新しく更新されたト
ピック

CodeDeploy が米国西部 (北カリフォルニア) リージョン (uswest-1) で利用可能になりました。 CodeDeploy エージェント
のセットアップの手順が含まれているいくつかのトピックは、
この新しいリージョンの追加を反映するように更新されていま
す。

2016 年 1 月
20 日

「CodeDeploy リポジトリタイプを選択する (p. 308)」は、
CodeDeploy にサポートされているリポジトリタイプを一覧表
示し、説明しています。この新しいトピックは、他のリポジト
リタイプのサポートの導入に合わせて更新されます。
管理 CodeDeploy エージェントのオペレーション (p. 181)「」
は、エージェントの現在のバージョンを報告するためにインス
タンスに追加された新しい.versionファイルに関する情報が
更新されました。これは、 CodeDeploy エージェントのサポー
トされたバージョンに関する情報と同様。
JSON、および YAML の例を含め、コードサンプルを強調する
構文がユーザーガイドに追加されています。
CodeDeploy のリビジョンにアプリケーション仕様ファイル
を追加する (p. 302) step-by-step 指示どおりに再編成されまし
た。
新しいトピック

異なる AWS アカウントでアプリケーションをデプロイす
る (p. 342) は、他のアカウントの認証情報のフルセットを必要
とせずに、組織の別のアカウントに属するデプロイを開始する
ためのセットアップ要件およびプロセスを説明します。これに
より、開発およびテスト環境に関連付けたものや本稼働環境に
関連付けたものなど、複数のアカウントをさまざまな目的で使
用する組織にとって非常に便利です。
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30 日

AWS CodeDeploy ユーザーガイド
以前の更新

変更

説明

変更日

トピックの更新

CodeDeploy との製品とサービスの統合 (p. 46) トピックは再設
計されています。 CodeDeploy 統合に関連するブログ投稿や動
画の例のリストがあるコミュニティからの統合の例についての
セクションが含まれます。

2015 年 12 月
16 日

トピックの更新

CodeDeploy 「」が、アジアパシフィック (シンガポール)
(ap-southeast-1) リージョンで利用可能になりました。
CodeDeploy エージェントのセットアップの手順が含まれてい
るいくつかのトピックは、この新しいリージョンの可用性を反
映するように更新されています。

2015 年 12 月
9日

トピックの更新

「 CodeDeploy エージェントの使用 (p. 170)」は、
CodeDeploy エージェント設定ファイルの新しい
:proxy_uri: オプションを反映するように更新されていま
す。
CodeDeploy AppSpec ファイルリファレンス (p. 399) では、
フックスクリプトがデプロイライフサイクルイベント中にアク
セスできる新しい環境変数 DEPLOYMENT_GROUP_ID の使用に
関する情報が更新されました。

2015 年 12 月
1日

トピックの更新

ステップ 2: CodeDeploy のサービスロールの作成 (p. 33)「」
は、 CodeDeploy サービスロールの作成の新しい手順を反映
し、他の改善を組み込むために更新されています。

2015 年 11 月
13 日

トピックの更新

CodeDeploy が欧州 (フランクフルト) リージョン (eu-central-1)
で利用可能になりました。 CodeDeploy エージェントのセット
アップの手順が含まれているいくつかのトピックは、この新し
いリージョンの可用性を反映するように更新されています。

2015 年 10 月
19 日

トラブルシューティング CodeDeploy (p. 449) トピックでは、
インスタンスの時間設定の正確さを確認することに関する情報
が更新されました。
新しいトピック

AWS CloudFormationCodeDeploy リファレンスのテンプレー
ト (p. 435)AWS CloudFormation CodeDeploy 行動に対する新
たな支持を反映して公開されました。

2015 年 10 月
1日

Primary Components (p. 11) トピックを作成し、ターゲットリ
ビジョンの定義を紹介します。
トピックの更新

でデプロイグループを作成する CodeDeploy (p. 283) は、ワイ
ルドカード検索を使用してデプロイグループのインスタンスを
探す機能を反映するように更新されています。

2015 年 8 月
31 日

Instance Health (p. 256) は、正常なインスタンスの最小数の概
念を明確にするために更新されています。
トピックの更新

CodeDeploy が、アジアパシフィック (東京) (ap-northeast-1)
リージョンで利用可能になりました。 CodeDeploy エージェ
ントのセットアップの手順が含まれているいくつかのトピック
は、この新しいリージョンの可用性を反映するように更新され
ています。
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変更

説明

変更日

トピックの更新

CodeDeploy で、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) オンプレミ
スインスタンスおよび Amazon EC2 インスタンスへのデプロ
イがサポートされるようになりました。詳細については、次の
トピックを参照してください。

2015 年 6 月
23 日

• CodeDeploy エージェントで対応するオペレーティングシス
テム (p. 170)
• CodeDeploy のインスタンスの操作 (p. 204)
• チュートリアル: Amazon EC2 インスタンスに WordPress を
デプロイする（Amazon Linux または Red Hat エンタープラ
イズ Linux および Linux、macOS、または Unix） (p. 64)
• チュートリアル: CodeDeploy (Windows サーバー、Ubuntu
サーバー、または Red Hat エンタープライズ Linux) を使用
してオンプレミスインスタンスにアプリケーションをデプロ
イする (p. 99)
トピックの更新

CodeDeploy 「」は、デプロイのスクリプトがデプロイ中に使
用できる一連の環境変数を提供します。これらの環境変数に
は、 CodeDeploy 現在のアプリケーションの名前、デプロイ
グループ、デプロイライフサイクルイベント、 CodeDeploy
および現在のデプロイ識別子のような情報が含まれます。詳
細については、『CodeDeploy AppSpec ファイルリファレン
ス (p. 399)』の「AppSpec 「hook」セクション (p. 414)」の最
後を参照してください。

2015 年 5 月
29 日

トピックの更新

CodeDeploy では、同等のポリシーを手動で独自に作成する代
わりに使用できるの一連のAWS管理ポリシーが提供されるよう
になりました。具体的には次のとおりです。

2015 年 5 月
29 日

• IAM ユーザーが「」 CodeDeploy のみを使用してリビジョ
ンを登録し、それをデプロイできるようにするポリシー
CodeDeploy。
• IAM CodeDeploy ユーザーにリソースへのフルアクセスを提
供するポリシー。
• IAM CodeDeploy ユーザーにリソースへの読み取り専用アク
セスを提供するポリシー。
• Amazon EC2 タグ、オンプレミスインスタンスタグ、または
Amazon EC2 Auto Scaling グループ名によって Amazon EC2
インスタンスを識別し、アプリケーションリビジョンをそれ
ぞれに応じてデプロイできるようにサービスロールにアタッ
チするポリシー。 CodeDeploy
詳細については、「認証とアクセスコントロール」の カスタ
マーマネージドポリシーの例 (p. 384) セクションを参照してく
ださい。
トピックの更新

CodeDeploy 「」は、欧州 (アイルランド) リージョン (euwest-1) およびアジアパシフィック (シドニー) リージョン (apsoutheast-2) で利用可能になりました。 CodeDeploy エージェ
ントのセットアップの手順が含まれているいくつかのトピック
は、これら新しいリージョンの可用性を反映するように更新さ
れています。
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説明

変更日

新しいトピック

CodeDeploy オンプレミスインスタンスおよび Amazon EC2 イ
ンスタンスへのデプロイがサポートされるようになりました。
以下のトピックは、この新しいサポートを説明するために追加
されました。

2015 年 4 月
2日

• Working with On-Premises Instances (p. 227)
• チュートリアル: CodeDeploy (Windows サーバー、Ubuntu
サーバー、または Red Hat エンタープライズ Linux) を使用
してオンプレミスインスタンスにアプリケーションをデプロ
イする (p. 99)
• Working with On-Premises Instances (p. 227)
新しいトピック

「CodeDeploy (p. 480)」が追加されました。

2015 年 4 月
2日

トピックの更新

トラブルシューティング CodeDeploy (p. 449) が更新されまし
た。

2015 年 4 月
2日

• 新しい 長時間実行されているプロセスにより、デプロイが失
敗することがある (p. 456) セクションでは、長期プロセスの
デプロイの障害を特定し、対処するために実行できるステッ
プについて説明します。
• Amazon EC2 Auto Scaling の一般的なトラブルシューティ
ング (p. 466) CodeDeploy このセクションは、 CodeDeploy
エージェントの Amazon EC2 Auto Scaling タイムアウトロ
ジックが 5 分から 1 時間に拡大したことを表示するように更
新されています。
• 新しい「Amazon EC2 Auto Scaling ライフサイクルフックの
不一致により、Amazon EC2 Auto Scaling グループへの自
動デプロイが停止または失敗することがある (p. 470)」セク
ションでは、Amazon EC2 Auto Scaling グループに対して障
害が発生した自動デプロイを特定し、対処するために実行で
きるステップについて説明します。
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変更

説明

変更日

トピックの更新

以下のトピックは、独自のカスタムポリシーを作成し、それら 2015 年 2 月
を IAM のユーザーとロールにアタッチするための新しい推奨事 12 日
項を反映するように更新されました。
• CodeDeploy で動作するように Amazon EC2 インスタンスを
設定する (p. 225)
• ステップ 4: Amazon EC2 インスタンスの IAM インスタンス
プロファイルを作成する (p. 40)
• ステップ 2: CodeDeploy のサービスロールの作成 (p. 33)
トラブルシューティング CodeDeploy (p. 449) に 2 つのセク
ションが追加されました。
• 一般的なトラブルシューティングのチェックリスト (p. 449)
• Windows PowerShell PowerShell スクリプトがデフォルトで
Windows の 64 ビットバージョンを使用できない (p. 461)
「CodeDeploy AppSpec ファイルリファレンス (p. 399)」の
AppSpec 「hook」セクション (p. 414) セクションは、利用可
能なデプロイライフサイクルイベントをより正確に説明するた
めに更新されました。

トピックの更新

トラブルシューティング CodeDeploy (p. 449): Amazon EC2
Auto Scaling グループの EC2 インスタンスが起動に失敗し、
「ハートビートのタイムアウト」というエラーが表示され
る (p. 468) に新しいセクションが追加されました。

2015 年 1 月
28 日

CloudBees にセクションが追加されましたCodeDeploy との製
品とサービスの統合 (p. 46)。
トピックの更新

トラブルシューティング CodeDeploy (p. 449) に以下のセク
ションが追加されました。
• AppSpec一部のテキストエディターを使用してファイルや
シェルスクリプトを作成すると、デプロイが失敗することが
あります。 (p. 451)
• macOS の Finder を使用してアプリケーションリビジョンを
バンドルすると、デプロイが失敗することがある (p. 452)
• 失敗した ApplicationStop BeforeBlockTraffic、
AfterBlockTraffic またはデプロイライフサイクルイベントの
トラブルシューティング (p. 458)
• DownloadBundle 失敗したデプロイライフサイクルイベント
のトラブルシューティング UnknownError:読み取り用に開か
れていません (p. 459)
• Amazon EC2 Auto Scaling の一般的なトラブルシューティン
グ (p. 466)
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2015 年 1 月
20 日

AWS CodeDeploy ユーザーガイド
以前の更新

変更

説明

変更日

新しいトピック

CodeDeploy との製品とサービスの統合 (p. 46) セクションで
は、次のトピックを含めるように更新されました。

2015 年 1 月
9日

• Amazon EC2 Auto Scaling と CodeDeploy (p. 50)
• チュートリアル:[Auto Scaling グループにアプリケーション
をデプロイするために使用 CodeDeploy ] (p. 106)
• Monitoring Deployments (p. 356)
• Integrating CodeDeploy with Elastic Load Balancing (p. 54)
• CodeDeploy を GitHub に統合 (p. 60)
• チュートリアル: CodeDeploy を使用して GitHub からアプリ
ケーションをデプロイする (p. 123)
トピックの更新

• CodeDeploy を使用して CodePipeline から (p. 63) セクショ
ンが CodeDeploy を GitHub に統合 (p. 60) に追加されま
した。リポジトリ内のソースコードが変更されるたびに、
GitHub リポジトリからのデプロイを自動的にトリガーでき
るようになりました。
• Amazon EC2 Auto Scaling の問題のトラブルシューティ
ング (p. 465) セクションが トラブルシューティング
CodeDeploy (p. 449) に追加されました。この新しいセク
ションでは、Amazon EC2 Auto Scaling グループへのデプロ
イに関してよくある問題のトラブルシューティングを行う方
法について説明します。

2015 年 1 月
8日

• 新しいサブセクションの「ファイル例」が、『CodeDeploy
AppSpec ファイルリファレンス (p. 399)』の「AppSpec
「ファイル」セクション (EC2/オンプレミスのデプロイの
み) (p. 403)」セクションに追加されています。この新しいサ
ブセクションには、 AppSpec デプロイの間に特定のファイ
ル/フォルダを Amazon EC2 CodeDeploy インスタンスの特
定の場所にコピーするように指示する、filesファイルのセ
クションの使用方法のさまざまな例が含まれます。
新しいトピック

Monitoring Deployments (p. 356)が追加されました。
CodeDeploy はと統合されています。このサービスはAWS
CloudTrail、アカウントによって、または、AWSアカウントに
対して行われた API コールをログに記録し、指定した Amazon
S3 バケットにログファイルを渡すサービスです。 CodeDeploy

2014 年 12 月
17 日

初回一般リリース

これは、CodeDeploy ユーザーガイドの初回一般リリースで
す。

2014 年 11 月
12 日
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、AWS 全般のリファレンスの AWS 用語集を参照してください。
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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