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継続的デリバリーと継続的インテグレーション

AWS CodePipeline の概要
AWS CodePipeline は、ソフトウェアをリリースするために必要なステップのモデル化、視覚化、および
自動化に使用できる継続的な配信サービスです。ソフトウェアリリースプロセスのさまざまなステージを
すばやくモデル化して設定できます。 CodePipeline ソフトウェアの変更を継続的にリリースするために必
要なステップを自動化します。の料金については CodePipeline、料金を参照してください。

トピック
• 継続的デリバリーと継続的インテグレーション (p. 1)
• どのようなことができますか CodePipeline? (p. 1)
• クイックルック CodePipeline (p. 2)
• の開始方法 CodePipeline (p. 3)
• CodePipeline コンセプト (p. 3)
• DevOps パイプラインの例 (p. 6)
• パイプライン実行の仕組み (p. 8)
• 入力および出力アーティファクト (p. 14)

継続的デリバリーと継続的インテグレーション
CodePipeline は、ソフトウェアの構築、テスト、製品へのデプロイを自動化する継続的デリバリーサービ
スです。

「継続的な配信」はリリースプロセスが自動化されるソフトウェア開発方法です。すべてのソフトウェア
変更は自動的に構築され、テストされ、本番稼働用にデプロイされます。最終的な本番稼働に進む前に、
個人、自動テスト、またはビジネスルールが最終的なプッシュがいつ行われるかを決定します。正常なす
べてのソフトウェア変更は、継続的な配信ですぐに本番稼働にリリースできますが、すべての変更をすぐ
にリリースする必要はありません。

継続的統合 は、チームのメンバーがバージョン管理システムを使用し、頻繁にマスターブランチなどの同
じ場所に作業を統合するソフトウェア開発のプラクティスです。各変更は、可能な限り迅速に統合エラー
を検出するために構築され、検証されます。継続的な統合は、ソフトウェアのリリースプロセス全体を本
番稼働まで自動化する継続的な配信と比較して、コードの自動構築とテストに重点を置いています。

詳細については、「継続的インテグレーションと継続的デリバリーの実践AWS:によるソフトウェアデリバ
リーの促進」を参照してください DevOps。

CodePipeline コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、AWS SDK、またはこれらの組み合
わせを使用して、パイプラインを作成および管理できます。

どのようなことができますか CodePipeline?
CodePipeline を使用すると、アプリケーションをクラウドで自動的に構築、テスト、およびデプロイする
のに役立ちます。具体的な内容は以下のとおりです：

API バージョン 2015-07-09
1

http://aws.amazon.com/codepipeline/pricing/
http://aws.amazon.com/devops/continuous-delivery/
http://aws.amazon.com/devops/continuous-integration/
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/DevOps/practicing-continuous-integration-continuous-delivery-on-AWS.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/DevOps/practicing-continuous-integration-continuous-delivery-on-AWS.pdf


AWS CodePipeline ユーザーガイド
クイックルック CodePipeline

• リリースプロセスの自動化:ソースリポジトリから構築、テスト、デプロイまで、 CodePipeline リリー
スプロセスを端末間で完全に自動化します。ソースステージ以外の任意のステージで手動承認アクショ
ンを含めることで、パイプラインを通して変更が移動しないようにすることができます。選択したシス
テムで、1 つのインスタンスまたは複数のインスタンス間で、任意の方法を使用して、必要に応じてリ
リースできます。

• 一貫性のあるリリースプロセスを確立する：コードを変更するたびに一貫性のある一連のステップを定
義します。 CodePipeline お客様の基準に従ってリリースの各ステージを実行します。

• 品質を向上しながら配信を高速化: リリースプロセスを自動化して、開発者がコードを段階的にテストお
よびリリースし、新しい機能のリリースを顧客に迅速に提供できるようにすることができます。

• お好みのツールを使用: 既存のソース、ビルド、およびデプロイツールをパイプラインに組み込むことが
できます。AWS のサービスで現在サポートされているサードパーティーのツールの完全なリストについ
ては CodePipeline、を参照してください を製品やサービスと統合するCodePipeline (p. 20)。

• 進捗状況を一目で確認: パイプラインのリアルタイムステータスの確認、アラート詳細の確認、失敗した
アクションの再試行、各ステージで最新のパイプライン実行で使用されたソースリビジョンの詳細の表
示、手動でのパイプラインの再実行が可能です。

• パイプライン履歴の詳細を表示: 開始時刻と終了時刻、継続時間、実行 ID など、パイプラインの実行の
詳細を表示できます。

クイックルック CodePipeline
次の図は、 CodePipeline を使用したリリースプロセスの例を示しています。

この例では、開発者がソースリポジトリに変更をコミットすると、 CodePipeline は自動的に変更を検出し
ます。これらの変更が作成され、テストが設定されている場合は、それらのテストが実行されます。テス
トが完了すると、ビルドされたコードがテスト用のステージングサーバーにデプロイされます。ステージ
ングサーバーから、 CodePipeline 統合やロードなどの色々なテストを実行します。これらのテストが正常
に完了し、パイプラインに追加された手動承認アクションが承認された後、 CodePipeline テスト済みと承
認済みコードを製品インスタンスにデプロイします。

CodePipeline 、、 CodeDeployまたはを使用してアプリケーションを EC2 インスタンスにデプロイできま
すAWS OpsWorks Stacks。AWS Elastic Beanstalk CodePipeline Amazon ECS を使用して、コンテナベー
スのアプリケーションをサービスにデプロイすることもできます。デベロッパーは、で提供される統合ポ
イントを使用して、構築サービス、テストプロバイダー、その他のデプロイターゲットやシステムなど、
他のツールやサービスをプラグインすることもできます。 CodePipeline

パイプラインは、リリースプロセスが必要とするのと同じくらいシンプルでも複雑でもかまいません。
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の開始方法 CodePipeline

の開始方法 CodePipeline
始めるには CodePipeline:

1. CodePipeline CodePipeline コンセプト (p. 3)セクションを読んで仕組みを学びましょう。
2. CodePipeline の手順に従って使用する準備をしてくださいCodePipeline の開始方法 (p. 16)。
3. CodePipeline CodePipeline チュートリアル (p. 38)チュートリアルの手順に従って試してください。
4. CodePipeline の手順に従って、新規または既存のプロジェクトに使用してくださいでパイプラインを作

成 CodePipeline (p. 213)。

CodePipeline コンセプト
AWS CodePipeline で使用される概念と用語を理解しておくと、自動リリースプロセスのモデリングおよ
び設定が容易になります。ここでは、 CodePipeline を使用する際に知っておかなければならないいくつか
の概念を次に示します。

DevOps パイプラインの例については、を参照してくださいDevOps パイプラインの例 (p. 6)。

トピック
• パイプライン用語 (p. 3)

パイプライン用語
では以下の用語が使用されています CodePipeline:

• パイプライン (p. 3)
• ステージ (p. 3)
• アクション (p. 4)

• パイプライン実行 (p. 4)
• 停止された実行 (p. 4)
• 失敗した実行 (p. 4)
• 置き換えられた実行 (p. 5)

• ステージの実行 (p. 5)
• アクション実行 (p. 5)
• Transitions (p. 5)
• アーティファクト (p. 6)
• ソースリビジョン (p. 6)

パイプライン
パイプラインは、ソフトウェアの変更がリリースプロセスをどのように通過するかを記述するワークフ
ロー構造です。各パイプラインは一連のステージで構成されています。

ステージ

ステージは、環境を分離し、その環境での同時変更の数を制限するために使用できる論理ユニットです。
各ステージには、アプリケーションアーティファクトに対して実行されるアクションが含まれます。ソー
スコードはアーティファクトの例です。ステージは、ソースコードが構築され、テストが実行されるビル
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ドステージである場合もあれば、コードをランタイム環境にデプロイするデプロイステージの場合もあり
ます。各ステージは、連続または並列のアクションで構成されています。

アクション

アクションは、アプリケーションコードに対して実行される一連の操作であり、アクションがパイプラ
イン内で指定されたポイントで実行されるように設定されます。これには、コード変更によるソースア
クション、インスタンスにアプリケーションをデプロイするためのアクションなどが含まれます。たとえ
ば、デプロイステージには、 AWS Lambda や Amazon EC2 などのコンピューティングサービスにコード
をデプロイするデプロイアクションが含まれている場合があります。

CodePipeline 有効なアクションタイプはsourcebuild、test、deploy、approval、invokeです。
アクションプロバイダーのリストについては、「での有効なアクションタイプとアクションタイプとアク
ションタイプは、 CodePipeline (p. 469)」を参照してください。

アクションは、直列または並列で実行できます。ステージ内のシリアルアクションとパラレルアクション
の詳細については、アクション構造の要件 の runOrder の情報を参照してください。

パイプライン実行
実行は、パイプラインによってリリースされる一連の変更です。各パイプライン実行は一意であり、独自
の ID を持ちます。実行は、マージされたコミットや最新のコミットの手動リリースなど、一連の変更に対
応します。2 つの実行では、同じ変更セットを異なる時間に解放できます。

パイプラインは同時に複数の実行を処理できますが、パイプラインステージは一度に 1 つの実行のみを処
理します。これを行うために、ステージは実行を処理している間ロックされます。2 つのパイプライン実
行は、同時に同じステージを占めることはできません。占有ステージに入るのを待つ実行は、インバウン
ドの実行 を参照してください。インバウンドの実行は、失敗したり、置き換えたり、手動で停止したりす
る可能性があります。インバウンドの実行の詳細については、「インバウンド実行の仕組み (p. 14)」を
参照してください。

パイプラインの実行は、パイプラインのステージを順番に通過します。パイプラインの有効なステータス
は、InProgress、Stopping、Stopped、Succeeded、Superseded、Failed です。

詳細については、を参照してくださいPipelineExecution。

停止された実行

パイプライン実行を手動で停止して、進行中のパイプライン実行がパイプラインを介して続行されないよ
うにすることができます。手動で停止した場合、完全に停止するまでパイプライン実行には Stopping ス
テータスが表示されます。次に、Stopped ステータスが表示されます。Stopped パイプラインの実行を
再試行できます。

パイプラインの実行を停止する方法は 2 つあります。

• [Stop and wait (停止して待機)]
• [Stop and abandon (停止して中止)]

実行を停止するユースケースおよびこれらのオプションのシーケンスの詳細については、「パイプライン
実行の停止方法 (p. 8)」を参照してください 。

失敗した実行

実行が失敗した場合、実行は停止し、パイプラインを完全に通過しません。ステータスは FAILED ステー
タスで、ステージはロック解除されます。より最近の実行が、追いついてロック解除されたステージに入
り、ステージをロックすることができます。失敗した実行が置き換えられているか、再試行可能でない場
合を除き、失敗した実行を再試行できます。
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置き換えられた実行

パイプラインを介して最新の変更セットを配信するため、より新しい実行が、パイプラインを経由してす
でに実行されている最新ではない実行をパスし、置き換えます。これが発生すると、古い実行は新しい実
行に置き換えられます。実行は、ステージ間のポイントである特定の時点で、より最新の実行に置き換え
ることができます。

実行がロックされたステージに入るのを待っている場合、より新しい実行が追いつき、待機中の実行を置
き換える可能性があります。より新しい実行はステージのロックが解除されるまで待機し、置き換えられ
た実行は SUPERSEDED ステータスで停止します。パイプライン実行が置き換えられると、実行は停止し、
パイプラインを完全に通過しません。このステージで置き換えられた後に、置き換えられた実行を再試行
することはできません。

置き換えられた実行とロックされたステージの詳細については、「パイプライン実行の処理方法
 (p. 10)」を参照してください。

ステージの実行
ある ステージの実行 とは、ステージ内のすべてのアクションを完了するプロセスです。ステージ実行の仕
組みとロックされたステージの詳細については、 パイプライン実行の処理方法  (p. 10) を参照してくだ
さい。

ステージの有効なステータスは次のとおりです。InProgress、Stopping、Stopped、Succeeded、お
よび Failed。詳細については、「」を参照してくださいStageExecution。

アクション実行
アクションの実行は、指定されたアーティファクトに対して動作する設定済みアクションを完了するプロ
セスです。これらは、入力アーティファクト、出力アーティファクト、またはその両方です。たとえば、
ビルドアクションでは、アプリケーションのソースコードのコンパイルなど、入力アーティファクトに対
してビルドコマンドを実行できます。アクション実行の詳細には、アクション実行 ID、関連するパイプラ
イン実行ソーストリガー、アクションの入出力アーティファクトが含まれます。

アクションの有効なステータスは、 InProgress 、 Abandoned 、 Succeeded、または Failed です。
詳細については、「」を参照してくださいActionExecution。

アクションタイプ
アクションタイプとは、 CodePipeline選択できる事前設定済みのアクションです。アクションタイプは、
その所有者、プロバイダー、バージョン、およびカテゴリによって定義されます。アクションタイプに
は、パイプライン内のアクションタスクを完了するために使用されるカスタマイズされたパラメータが用
意されています。

アクションの種類に基づいてパイプラインに統合できるや、サードパーティー製品およびサービスの詳細
については、「」を参照してくださいCodePipeline アクションタイプとの統合 (p. 20)。AWS のサービ
ス

のアクションタイプでサポートされている統合モデルについては CodePipeline、を参照してください統合
モデルのリファレンス (p. 557)。

サードパーティープロバイダーが、アクションタイプを設定および管理する方法については 
CodePipeline、「」を参照してくださいアクションタイプの使用 (p. 316)。

Transitions
トランジション は、パイプライン実行がパイプラインの次のステージに移動するポイントです。ステー
ジのインバウンドトランジションを無効にして、実行がそのステージに入らないようにし、そのトラン
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ジションを有効にして実行を継続することができます。無効なトランジションで複数の実行が到着した場
合、トランジションが有効になると、最新の実行だけが次のステージに進みます。つまり、トランジショ
ンが無効になっている間は、より新しい実行が待機中の実行よりも優先され、トランジションが有効に
なった後は継続する実行が優先されます。

アーティファクト
アーティファクトとは、パイプラインアクションによって処理されるアプリケーションのソースコード、
構築されたアプリケーション、依存関係、定義ファイル、テンプレートなどのデータの集合を指します。
アーティファクトは、いくつかのアクションによって生成され、他のアクションによって消費されます。
パイプラインでは、アーティファクトは、アクション (入力アーティファクト) によって処理されるファイ
ルのセットまたは完了したアクションの更新された出力 (出力アーティファクト) です。

アクションは、パイプラインアーティファクトバケットを使用してさらに処理するために、出力を別のア
クションに渡します。 CodePipeline アーティファクトストアにアーティファクトをコピーし、このアー
ティファクトはそこでアクションによりピックアップされます。アーティファクトの詳細については、
「入力および出力アーティファクト (p. 14)」を参照してください。

ソースリビジョン
ソースコードを変更すると、新しいバージョンが作成されます。ソースリビジョンは、パイプライン実行
をトリガーするソース変更のバージョンです。実行は、ソースのリビジョンのみを処理します。 GitHub 
CodeCommit とリポジトリの場合、これがコミットです。S3 バケットまたはアクションの場合、これはオ
ブジェクトバージョンです。

DevOps パイプラインの例
DevOps パイプラインの例として、2 ステージのパイプラインには Source という名前のソースステージと
Prod という第 2 ステージがある場合があります。この例では、パイプラインは最新の変更でアプリケー
ションを更新し、最新の結果を継続的にデプロイしています。パイプラインは、最新のアプリケーション
をデプロイする前に、ウェブアプリケーションを構築およびテストします。この例では、開発者のグルー
プが、 GitHub というリポジトリに Web MyRepository アプリケーションのインフラストラクチャテンプ
レートとソースコードを設定しています。
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例えば、開発者がウェブアプリケーションのインデックスページに修正をプッシュすると、次のようにな
ります。
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1. アプリケーションのソースコードは、 GitHub パイプラインのソースアクションとして構成されたリポ
ジトリで管理されます。デベロッパーがコミットをリポジトリにプッシュし、 CodePipeline プッシュ
された変更を検出し、パイプラインの実行がソースステージから開始されます。

2. GitHub ソースアクションは正常に完了します (つまり、最新の変更がダウンロードされ、その実行固
有のアーティファクトバケットに保存されました)。 GitHub ソースアクションによって生成された出力
アーティファクト (リポジトリからのアプリケーションファイル) は、次のステージでアクションによっ
て処理される入力アーティファクトとして使用されます。

3. パイプラインの実行は、ソースステージから本番ステージに移行します。Prod Stage の最初のアクショ
ンは、パイプラインで作成され CodeBuild 、構築アクションとして設定された構築プロジェクトを実行
します。ビルドタスクは、ビルド環境イメージをプルし、仮想コンテナにウェブアプリケーションをビ
ルドします。

4. Prod Stage の次のアクションは、パイプラインのテストアクションとして作成され、設定された単体テ
ストプロジェクトです。 CodeBuild

5. ユニットテストが行われたコードは、次に本番環境にアプリケーションをデプロイする本番ステージの
デプロイアクションによって処理されます。デプロイアクションが正常に完了した後、ステージの最後
のアクションは、 CodeBuild パイプラインで作成され、テストアクションとして設定された統合テスト
プロジェクトです。テストアクションは、ウェブアプリケーション上でリンクチェッカーなどのテスト
ツールをインストールして実行するシェルスクリプトを呼び出します。正常に完了すると、ビルドされ
たウェブアプリケーションと一連のテスト結果が出力として得られます。

開発者はパイプラインにアクションを追加して、変更ごとにアプリケーションをビルドおよびテストした
後で、アプリケーションをデプロイまたはさらにテストできます。

詳細については、「パイプライン実行の仕組み (p. 8)」を参照してください。

パイプライン実行の仕組み
このセクションでは、 CodePipeline 一連の変更を処理する方法の概要を説明します。 CodePipeline ソー
スコードに変更が加えられたときに開始される各パイプラインの実行を追跡します。 CodePipeline また、
別の実行によって置き換えられるかどうかを含め、各実行がパイプラインをどのように通過していくかを
追跡します。

パイプライン実行の開始方法
ソースコードを変更したり、パイプラインを手動で起動したりするときに、実行をトリガーできます。ま
た、スケジュールした Amazon CloudWatch Events ルールを使用して実行をトリガーすることもできま
す。例えば、パイプラインのソースアクションとして設定されているリポジトリにソースコードの変更が
プッシュされると、パイプラインはその変更を検出して実行を開始します。

Note

パイプラインに複数のソースアクションが含まれている場合、1 つのソースアクションに対して
のみ変更が検出された場合でも、すべてのアクションが再度実行されます。

パイプライン実行の停止方法
コンソールを使用してパイプライン実行を停止するには、パイプラインの視覚化ページ、実行履歴ペー
ジ、または詳細履歴ページで [Stop execution (実行の停止)] を選択します。CLI を使用してパイプラ
イン実行を停止するには、stop-pipeline-execution コマンドを使用します。詳細については、
「CodePipeline でパイプライン実行を停止します。 (p. 208)」を参照してください。

パイプラインの実行を停止する方法は 2 つあります。
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• [Stop and wait (停止して待機)]: 進行中のアクションの実行はすべて完了でき、後続のアクションは開始
されません。パイプラインの実行は、後続のステージに進みません。すでに Stopping 状態にある実行
ではこのオプションは使用できません。

• [Stop and abandon (停止して中止)]: 進行中のアクションの実行はすべて中止され、完了しません。後続
のアクションは開始されません。パイプラインの実行は、後続のステージに進みません。このオプショ
ンは、すでに Stopping 状態にある実行で使用できます。

Note

このオプションを使用すると、タスクが失敗する可能性またはタスクの順序が正しくなくなる
可能性があります。

各オプションでは、次のように、パイプラインおよびアクション実行フェーズのシーケンスが異なりま
す。

オプション 1: [Stop and wait (停止して待機)]

[Stop and wait (停止して待機)] を選択すると、実行中のアクションが完了するまで選択した実行が続行さ
れます。例えば、次のパイプライン実行は、ビルドアクションの進行中に停止されました。

1. パイプラインビューには、成功メッセージのバナーが表示され、ビルドアクションが完了するまで続行
されます。パイプラインの実行ステータスは [停止] です。

履歴ビューでは、ビルドアクションなどの進行中のアクションの状態は、ビルドアクションが完了する
まで [進行中] になります。アクションの進行中、パイプライン実行ステータスは [停止] になります。

2. 停止プロセスが完了すると、実行が停止します。ビルドアクションが正常に完了すると、そのステータ
スは [成功] になり、パイプライン実行のステータスは [停止]になります。後続のアクションは開始しま
せん。[再試行] ボタンが有効になります。

履歴ビューでは、進行中のアクションが完了した後、実行ステータスは [停止] になります。

オプション 2: [Stop and abandon (停止して中止)]

[Stop and abandon (停止して中止)] を選択すると、選択した実行は進行中のアクションが完了するまで待
機しません。アクションは中止されます。例えば、次のパイプライン実行は、ビルドアクションの進行中
に停止され中止されました。

1. パイプラインビューでは、成功バナーメッセージが表示され、ビルドアクションには [進行中] ステータ
スが表示され、パイプライン実行には [停止] ステータスが表示されます。
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2. パイプラインの実行が停止すると、ビルドアクションは [中止] の状態を示し、パイプライン実行の状態
は [停止]と表示されます。後続のアクションは開始しません。[再試行] ボタンが有効になります。

3. 履歴ビューでは、実行ステータスは [停止] になります。

パイプライン実行を停止するユースケース

パイプラインの実行を停止するには、[stop the wait (待機して停止)] オプションを使用することをお勧め
します。このオプションは、 out-of-sequence パイプラインで発生する可能性のある失敗やタスクを回避
できるため、より安全です。アクションプロバイダーは CodePipeline、アクションプロバイダーがそのア
クションに関連するすべてのタスクを続行します。AWS CloudFormation アクションの場合、パイプライ
ンのデプロイアクションは中止されますが、スタックの更新は続行され、更新が失敗する可能性がありま
す。

out-of-sequence タスクが発生する可能性のある中止されたアクションの例として、S3 デプロイアクショ
ンを使用してラージファイル (1 GB) をデプロイし、デプロイがすでに進行中にアクションを停止して中
止することを選択した場合、アクションは Amazon S3 では中止されますが、Amazon S3 では続行されま
す。 CodePipelineAmazon S3 は、アップロードをキャンセルするための指示を受け取りません。次に、
非常に小さなファイルを使用して新しいパイプライン実行を開始すると、2 つのデプロイが進行中になり
ます。新しい実行のファイルサイズが小さいので、古いデプロイがまだアップロードされている間に新
しいデプロイが完了します。古いデプロイが完了すると、新しいファイルは古いファイルで上書きされま
す。

カスタムアクションがある場合は、[Stop and abandon (停止して中止)] オプションを使用できます。例え
ば、バグ修正のために新しい実行を開始する前に完了する必要のない作業を含むカスタムアクションを中
止できます。

パイプライン実行の処理方法
実行は、実行によって取得され、処理される一連の変更で構成されます。パイプラインは、同時に複数の
実行を処理できます。各実行は、パイプラインを介して個別に実行されます。パイプラインは各実行を
順番に処理し、以前の実行を後の実行に置き換える場合があります。パイプラインでの実行処理には次の
ルールが適用されます。

ルール 1: 実行の処理中はステージがロックされる

各ステージは一度に 1 つの実行しか処理できないため、進行中のステージはロックされます。実行が 1 つ
のステージを完了すると、パイプラインの次のステージに移行します。
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前 : Stage 1 is locked as Execution 1 enters. 後 : Stage 2 is locked as Execution 1 enters.

ルール 2: その後の実行はステージのロックが解除されるまで待機する

ステージがロックされている間、待機中の実行はロックされたステージの前で保留されます。ステージに
設定されたすべてのアクションは、ステージが完了したとみなされる前に正常に完了する必要がありま
す。失敗すると、ステージのロックが解除されます。実行が停止すると、実行はステージ内で続行され
ず、ステージのロックが解除されます。

Note

実行を停止する前に、ステージの前でトランジションを無効にすることをお勧めします。このよ
うにすれば、実行が停止したためにステージのロックが解除されたときに、ステージは後続のパ
イプライン実行を受け付けません。

前 : Stage 2 is locked as Execution 1 enters. 後 : Execution 2 exits Stage 1 and waits between stages.

ルール 3: 待機中の実行は、より新しい実行に置き換えられる

実行は、ステージ間でのみ置き換えられます。ロックされたステージは、ステージの完了を待つステージ
の前で 1 つの実行を保留します。より新しい実行は、待機中の実行を追い越し、ステージのロックが解
除されるとすぐに次のステージに進みます。置き換えられた実行は続行されません。この例では、実行 2 
は、ロックされたステージを待機している間に実行 3 に置き換えられています。実行 3 が次のステージに
入ります。

前: 実行 2 は、実行 3 がステージ 1 に入っている間、ステージ間で待機しま
す。後: 実行 3 はステージ 1 を終了します。実行 2 は実行 3 に置き換えられます。

パイプラインのフローを管理する
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パイプラインの実行のフローは、次の方法で制御できます。

• トランジション。ステージへの実行の流れを制御します。トランジションは有効または無効にできま
す。トランジションが無効になっている場合、パイプラインの実行はステージに入ることができませ
ん。トランジションが無効になっているステージに入るのを待っているパイプライン実行は、インバウ
ンド実行と呼ばれます。トランジションを有効にすると、インバウンド実行がステージに移動してロッ
クされます。

ロックされたステージを待機している実行と同様に、トランジションが無効になっている場合でも、ス
テージに入るのを待機している実行は新しい実行に置き換えることができます。無効なトランジション
を再び有効にすると、トランジションが無効になっている間に古い実行に取って代わるものも含め、最
新の実行がステージに入ります。

• 承認アクション。権限が許可されるまでパイプラインが次のアクションに移行するのを防ぎます (例え
ば、認定された ID からの手動承認による許可など)。例えば、パイプラインが最終本番環境ステージに
移行する時間を制御する場合は、承認アクションを使用できます。

Note

承認アクションのあるステージは、承認アクションが承認または却下されるか、タイムアウト
するまでロックされます。タイムアウトした承認アクションは、失敗したアクションと同じ方
法で処理されます。

• 失敗。ステージ内のアクションが正常に完了しなかった場合。リビジョンはステージの次のアクション
またはパイプラインの次のステージに移行しません。次の状況が発生する可能性があります。
• 失敗したアクションを含むステージを手動で再試行します。これにより、実行が再開されます (失敗

したアクションが再試行され、成功した場合は、ステージ/パイプラインで続行されます)。
• 別の実行が失敗したステージに入り、失敗した実行に取って代わります。この時点で、失敗した実行

を再試行することはできません。

推奨されるパイプライン構造
コード変更がパイプラインを通過する方法を決定するときは、ステージ内で関連するアクションをグルー
プ化して、ステージがロックされたときにすべてのアクションが同じ実行を処理するようにすること
をお勧めします。アプリケーション環境やアベイラビリティーゾーンなどごとにステージを作成できま
す。AWS リージョンステージが多すぎる (きめ細かすぎる) パイプラインでは、同時変更が多くなりすぎ
る可能性があります。一方、大きなステージでアクションが多い (粗すぎる) パイプラインでは、変更のリ
リースに時間がかかりすぎることがあります。

例えば、同じステージのデプロイアクション後のテストアクションは、デプロイされたのと同じ変更をテ
ストすることが保証されています。この例では、変更がテスト環境にデプロイされた後でテストされた後
で、テスト環境からの最新の変更が本番環境にデプロイされます。推奨される例では、テスト環境と本番
環境は別々のステージです。
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左: 関連するテスト、デプロイ、および承認アクションをグルー
プ化 (推奨)。右: 別のステージでの関連アクション (非推奨)。
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インバウンド実行の仕組み
インバウンド実行は、使用できないステージ、トランジション、またはアクションが使用可能になるのを
待ってから先に進む実行です。次のステージ、トランジション、またはアクションは、次の理由で使用で
きない可能性があります。

• 別の実行はすでに次のステージに入り、ロックされています。
• 次のステージに入るためのトランジションは無効になります。

現在の実行に後続のステージで完了する時間があるかどうかを制御する場合、または特定の時点ですべて
のアクションを停止する場合は、インバウンド実行を保持するトランジションを無効にすることができ
ます。インバウンド実行があるかどうかを判断するには、コンソールでパイプラインを表示するか、get-
pipeline-state コマンドからの出力を表示します。

インバウンド実行は、以下の考慮事項に注意して動作します。

• アクション、トランジション、またはロックされたステージが使用可能になると、進行中のインバウン
ド実行がステージに入り、パイプラインを継続します。

• インバウンド実行が待機している間は、手動で停止できます。インバウンド実行に
は、InProgress、Stopped、または Failed の状態があります。

• インバウンド実行が停止または失敗した場合、再試行する失敗したアクションがないため、再試行でき
ません。インバウンド実行が停止し、トランジションが有効な場合、停止したインバウンド実行はス
テージに継続されません。

インバウンド実行を表示または停止できます。「受信実行のステータス(CLI)を表示します。 (p. 240)」
および「インバウンド実行 (CLI) を停止します。 (p. 213)」を参照してください。

入力および出力アーティファクト
CodePipeline は、デベロッパーツールと統合され、コードの変更をチェックし、継続的デリバリープロセ
スのすべてのステージを経て構築およびデプロイします。

ステージは、パイプラインの作成時に選択した Amazon S3 アーティファクトバケットに保存されている
入力アーティファクトと出力アーティファクトを使用します。 CodePipeline ステージのアクションタイプ
に応じて、入力または出力アーティファクトのファイルを zip して転送します。

例:

1. CodePipeline ソースリポジトリへのコミットがあるときにパイプラインをトリガーして実行し、ソー
スステージからの出力アーティファクト (構築されるすべてのファイル) を提供します。

2. 前のステップの出力アーティファクト (ビルドする任意のファイル) は、ビルドステージに入力アーティ
ファクトとして取り込まれます。ビルドステージからの出力アーティファクト (ビルドされたアプリ
ケーション) は、更新されたアプリケーションまたは更新された Docker イメージ (コンテナへのビルド
済み) である場合があります。

3. 前のステップ (ビルドされたアプリケーション) の出力アーティファクトは、入力アーティファクトとし
て Deploy ステージ (ステージング環境や本番環境など)AWS クラウド に取り込まれます。アプリケー
ションをデプロイのフリートにデプロイすることも、ECS クラスターで実行するタスクにコンテナベー
スのアプリケーションをデプロイすることもできます。

アクションを作成または編集するときは、アクションの入力および出力アーティファクトを指定します。
たとえば、Source と Deploy ステージがある 2 ステージのパイプラインの場合、Edit Action では、デプロ
イアクションの入力アーティファクトのソースアクションのアーティファクト名を選択します。

API バージョン 2015-07-09
14



AWS CodePipeline ユーザーガイド
入力および出力アーティファクト

• コンソールを使用して最初のパイプラインを作成すると、AWS アカウント同じパイプラインに Amazon 
S3 CodePipeline バケットを作成し、すべてのパイプライン項目を保存します。AWS リージョンコン
ソールを使用して、そのリージョンに別のパイプラインを作成するたびに、 CodePipeline そのパイプラ
イン用のフォルダがバケットに作成されます。このフォルダを使用して、自動リリースプロセスの実行
時にパイプラインのアイテムを格納します。このバケットは、codepipeline-region-12345EXAMPLE と
いう名前です。ここで region はパイプラインを作成した AWS リージョンであり、12345EXAMPLE は
バケット名が一意になるようにする 12 桁の乱数です。

Note

パイプラインを作成しているリージョンに codepipeline-region-で始まるバケットがすでにある
場合、 CodePipeline それをデフォルトのバケットとして使用します。また、辞書式順序に従い
ます。例えば、codepipeline-region-abcexample は、codepipeline-region-defexample の前に選
択されます。

CodePipeline アーティファクト名を切り捨てます。これにより、一部のバケット名が類似しているよう
に見える可能性があります。アーティファクト名が切り詰められたように見えても、 CodePipeline 名
前が切り詰められたアーティファクトに影響されない方法でアーティファクトバケットにマッピングさ
れます。パイプラインは正常に動作します。これは、フォルダやアーティファクトでは問題となりませ
ん。パイプライン名には 100 文字の制限があります。アーティファクトフォルダ名は、短縮されたよう
に見えても、パイプラインに対して依然として一意です。

パイプラインを作成または編集する場合は、AWS アカウントパイプラインにアーティファクトバケッ
トが必要でありAWS リージョン、アクションを実行するリージョンごとに 1 つのアーティファクトバ
ケットが必要です。コンソールを使用してパイプラインまたはクロスリージョンアクションを作成する
場合は、アクションの作成先のリージョンにデフォルトのアーティファクトバケットが CodePipeline に
よって設定されます。

を使用してパイプラインを作成する場合、AWS アカウントそのバケットがパイプラインと同じであ
る限り、そのパイプラインのアーティファクトを任意の Amazon S3 バケットに保存できます。AWS 
CLIAWS リージョンアカウントに許可されている Amazon S3 バケットの制限を超えることが懸念され
る場合は、これを行うことができます。を使用してパイプラインを作成または編集し、クロスリージョ
ンアクション (AWSパイプラインとは異なるリージョンのプロバイダーを使用するアクション) を追加す
る場合は、アクションを実行する予定の追加リージョンごとにアーティファクトバケットを提供する必
要があります。AWS CLI

• すべてのアクションには種類があります。種類に応じて、アクションは次のいずれかまたは両方を持つ
場合があります。
• アクションが実行されている間に消費または動作するアーティファクトである入力アーティファク

ト。
• アクションの出力である出力アーティファクト。

パイプラインの各出力アーティファクトには一意の名前が必要です。アクションのすべての入力アー
ティファクトは、そのアクションがステージのアクションの直前であるか、あるいはいくつか前のス
テージで実行されているかどうかにかかわらず、パイプラインの以前のアクションの出力アーティファ
クトと一致していなければなりません。

アーティファクトは、複数のアクションによって処理することができます。
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CodePipeline の開始方法
CodePipelineを初めて使用する場合は、この章の手順に従って設定した後、このガイドのチュートリアル
に従ってください。

CodePipelineコンソールの折りたたみ可能なパネルを使用して、有益な情報を表示することができます。

これは、情報アイコン、またはそのページの [Info (情報)] リンクから開くことができます。( )。この
パネルは、いつでも閉じることができます。

また、CodePipeline 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、「コンソールでのリソースの表示 (p. 431)」を参照してください。

AWS CodePipeline初めて使用する前に、AWS アカウントを作成し、最初の管理ユーザーを作成する必要
があります。

トピック
• ステップ 1:AWS アカウント 管理ユーザーを作成する (p. 16)
• ステップ 2: 管理アクセスのための管理ポリシーをCodePipeline  (p. 17)
• ステップ 3: をインストールするAWS CLI (p. 18)
• ステップ 4: コンソールを開きます。CodePipeline (p. 19)
• 次のステップ (p. 19)

ステップ 1:AWS アカウント 管理ユーザーを作成す
る

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

AWS アカウント にサインアップするには

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

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

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

AWS のサインアップ処理が完了すると、ユーザーに確認メールが送信されます。https://aws.amazon.com/
の [My Account] (アカウント) をクリックして、いつでもアカウントの現在のアクティビティを表示し、ア
カウントを管理することができます。
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管理ユーザーを作成する
AWS アカウント にサインアップした後、日常的なタスクにルートユーザーを使用しないように、管理
ユーザーを作成します。

AWS アカウントのルートユーザー をセキュリティで保護する

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

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

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

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

管理ユーザーを作成する

• 日常的な管理タスクのためには、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) の管理
ユーザーに管理アクセスを割り当てます。

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

管理ユーザーとしてサインインする

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

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

ステップ 2: 管理アクセスのための管理ポリシーを
CodePipeline

ユーザーにアクセス権限を付与してと連携する必要がありますCodePipeline。これを行う最も簡単な方法
は、AWSCodePipeline_FullAccess管理ポリシーを管理ユーザーに適用することです。

Note

AWSCodePipeline_FullAccessポリシーには、コンソールのユーザーが IAM ロールを
CodePipelineまたはその他ののポリシーに渡すことができる許可が含まれますAWS のサービス。
これにより、サービスがロールの継承を行い、ユーザーの代わりにアクションを実行できるよう
になります。ポリシーをユーザー、ロール、またはグループにアタッチすると、iam:PassRole
アクセス許可が適用されます。ポリシーが、信頼されたユーザーにのみ適用されていることを確
認します。これらのアクセス許可が付与されたユーザーがコンソールを使用してパイプラインを
作成または編集する場合は、次の方法を使用できます。

• CodePipeline サービスロールを作成するか、既存のロールを選択してロールを CodePipeline 
に渡す

• CloudWatch変更を検出するためのEvents ルールを作成し、Events サービスロールを
CloudWatch EventsCloudWatch に渡すことを選択する場合があります。
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詳細については、Granting a pass to pass to pass to pass to pass to pass を参照してください
AWS のサービス。
Note

AWSCodePipeline_FullAccessこのポリシーは、IAMCodePipeline ユーザーがアクセスできる
すべてのアクションとリソースへのアクセスを許可します。また、Elastic Beanstalk や Amazon 
S3CodeDeploy を含むステージの作成など、パイプラインでステージを作成するときに実行され
るすべてのアクションも許可されます。ベストプラクティスとして、職務遂行に必要な許可のみ
を個人に付与することをお勧めします。IAM ユーザーを、CodePipeline限られたアクションおよ
びリソースのセットに制限する方法の詳細については、を参照してくださいCodePipeline サービ
スロールからアクセス許可を削除する (p. 458)。

アクセスを提供するには、ユーザー、グループ、またはロールにアクセス許可を追加します。

• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) のユーザーとグループ:

アクセス許可セットを作成します。「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユー
ザーガイド」の「シークレットの作成と管理」の手順に従ってください。

• ID プロバイダーを通じて IAM で管理されているユーザー:

ID フェデレーションのロールを作成する。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 (フェデレーション) 用のロールの作成」を参照してください。

• IAM ユーザー:
• ユーザーが設定できるロールを作成します。手順については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユー

ザー用ロールの作成」を参照してください。
• (非推奨) ポリシーをユーザーに直接アタッチするか、ユーザーをユーザーグループに追加します。

「IAM ユーザーガイド」の「ユーザー (コンソール) へのアクセス許可の追加」の指示に従います。

ステップ 3: をインストールするAWS CLI
ローカル開発マシンでAWS CLICodePipeline からコマンドを呼び出すには、AWS CLI をインストールす
る必要があります。このステップは、このガイドの手順を CodePipeline コンソールでのみ使用して開始す
る場合は、省略可能です。

AWS CLI をインストールして設定するには

1. ローカルマシンで、AWS CLI をダウンロードしてインストールします。これにより、コマンドライ
ンから CodePipeline とやり取りすることができます。詳細については、「AWS コマンドラインイン
ターフェイスの設定」を参照してください。

Note

CodePipelineAWS CLIのバージョン 1.7.38 以降でのみ動作します。インストールしたかもし
れない AWS CLI のバージョンを確認するには、コマンド aws --version を実行します。古い
バージョンの AWS CLI を最新のバージョンにアップグレードするには、「AWS CLI のアン
インストール」の指示に従ってから、「AWS Command Line Interface のインストール」の
指示に従います。

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

aws configure

プロンプトが表示されたら、使用する IAM ユーザーのAWSアクセスキーとAWSシークレットアクセ
スキーを指定しますCodePipeline。デフォルトのリージョン名の入力を求められたら、パイプライン
を作成するリージョン (us-east-2 など) を指定します。デフォルトの出力形式の入力を求められた
ら、json を指定します。例えば:
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AWS Access Key ID [None]: Type your target AWS access key ID here, and then press Enter
AWS Secret Access Key [None]: Type your target AWS secret access key here, and then 
 press Enter
Default region name [None]: Type us-east-2 here, and then press Enter
Default output format [None]: Type json here, and then press Enter

Note

IAM、アクセスキー、シークレットキーに関するさらなる詳細については、Managing Access 
Keys for IAM Users および How Do I Get Credentials? を参照してください。
CodePipeline で使用できるリージョンとエンドポイントの詳細については、「AWS 
CodePipeline エンドポイントとクォータ」を参照してください。

ステップ 4: コンソールを開きます。CodePipeline
• AWS Management Consoleにログインし、http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/

homeCodePipeline でコンソールを開きます。

次のステップ
前提条件を完了しました。CodePipeline の使用を開始できます。CodePipeline の使用を開始する方法につ
いては、「CodePipeline チュートリアル (p. 38)」を参照してください。
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を製品やサービスと統合する
CodePipeline

デフォルトでは、AWS CodePipelineは多数のAWS のサービスおよびパートナーの製品やサービスと統合
されています。以下のセクションの情報は、使用している製品やサービスと統合するための CodePipeline 
の設定に役立ちます。

このサービスを利用する際に役立つ関連リソースは次のとおりです。

トピック
• CodePipeline アクションタイプとの統合 (p. 20)
• CodePipeline との一般的な統合 (p. 33)
• コミュニティからの例 (p. 34)

CodePipeline アクションタイプとの統合
このトピックの統合情報は、CodePipeline アクションの種類によって編成されます。

トピック
• ソースアクションの統合 (p. 20)
• ビルドアクションの統合 (p. 24)
• テストアクションの統合 (p. 25)
• デプロイアクションの統合 (p. 27)
• 承認アクションを Amazon Simple Notification Service と統合します (p. 31)
• 呼び出しアクションの統合 (p. 32)

ソースアクションの統合
以下の情報はCodePipelineアクションの種類別に整理されていますので、以下のソースアクションプロバ
イダーとの統合に役立ちます。CodePipeline

トピック
• Amazon ECR ソースアクション (p. 20)
• Amazon S3 ソースアクション (p. 21)
• Bitbucket Cloud、GitHub (バージョン 2)、GitHubおよびエンタープライズサーバーへの接続 (p. 21)
• CodeCommitソースアクション (p. 23)
• GitHub(バージョン 1) ソースアクション (p. 24)

Amazon ECR ソースアクション
Amazon ECR は、AWS Docker イメージリポジトリサービスです。Docker イメージをリポジトリにアッ
プロードするには、Docker のプッシュコマンドおよびプルコマンドを使用します。Amazon ECR リポジ
トリの URI とイメージは、ソースイメージ情報参照のために Amazon ECS タスク定義で使用されます。
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詳細はこちら

• 設定パラメータと JSON/YAML スニペット例を表示する場合、Amazon ECR (p. 482) を参照してくだ
さい

• でパイプラインを作成 CodePipeline (p. 213)
• チュートリアル:Amazon ECR ソース、ECS-DeployCodeDeploy 間のデプロイでパイプラインを作成す

る (p. 103)

Amazon S3 ソースアクション
Amazon S3 はインターネット用のストレージサービスです。Simple Storage Service (Amazon S3) を使用
すると、いつでもウェブ上の任意の場所から任意の量のデータを保存および取得できます。バージョン管
理された Amazon S3CodePipeline バケットをコードのソースアクションとして使用するように設定でき
ます。

Note

Amazon S3 は、デプロイアクションとしてパイプラインに含めることもできます。

詳細はこちら

• 設定パラメータと JSON/YAML スニペット例を表示する場合、Amazon S3 ソースアクション (p. 495)
を参照してください

• ステップ 1: アプリケーションの S3 バケットを作成する (p. 40)
• パイプラインを作成する (CLI) (p. 221)
• CodePipelineは AmazonCloudWatch Events を使用して、Amazon S3 ソースバケットの変更を検出しま

す。CodePipeline との一般的な統合 (p. 33) を参照してください。

Bitbucket Cloud、GitHub (バージョン 2)、GitHubおよびエンター
プライズサーバーへの接続
接続 (CodeStarSourceConnectionアクション) は、サードパーティーの Bitbucket Cloud またはGitHub 
Enterprise Server リポジトリへのアクセスに使用されます。GitHub

Note

この機能は、アジアパシフィック (香港) および欧州 (ミラノ) リージョンでは利用でき
ません。利用可能なその他のアクションについては、「 を製品やサービスと統合する
CodePipeline (p. 20)」を参照してください。

Bitbucket BitbucketCodePipeline のリポジトリをソースとして使用するように設定すること
ができます。これ以前に Bitbucket アカウントと少なくとも 1 つの Bitbucket リポ
ジトリを作成しておく必要があります。Bitbucket リポジトリのソースアクション
を追加するには、新しいパイプラインを作成するか、既存のパイプラインを編集し
ます。

Note

Bitbucket Cloudリポジトリへの接続を作成できます。Bitbucket サーバー
など、インストールされている Bitbucket プロバイダーのタイプはサポー
トされていません。

パイプラインがサードパーティーのコードリポジトリにアクセスできるように、接
続と呼ばれるリソースを設定できます。接続を作成する際、AWSCodeStarアプリ
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をサードパーティーのコードリポジトリと共にインストールし、接続に関連付けま
す。

Bitbucket の場合は、コンソールまたは CLI での CodestarSourceConnection
アクションで Bitbucket オプションを使用します。Bitbucket 接続 (p. 182) を参照
してください。

この 完全クローン作成 アクションのオプションを使用して、リポジトリの Git メ
タデータを参照して、ダウンストリームのアクションで Git コマンドを直接実行で
きるようにします。このオプションは、CodeBuild ダウンストリームアクションで
のみ使用できます。

詳細はこちら

• 設定パラメータと JSON/YAML スニペット例を表示する場
合、CodeStarSourceConnection Bitbucket、 GitHub、 GitHub およびエンタープ
ライズサーバーアクション用 (p. 536) を参照してください。

• Bitbucket ソースを使用してパイプラインを作成する入門チュートリアルを表示
する場合、接続で開始 を参照してください。

GitHubGitHubまた
はエンタープライ
ズクラウド

CodePipelineGitHubリポジトリをソースとして使用するように設定することができ
ます。これ以前にGitHubアカウントと少なくとも 1 つのGitHubリポジトリを作成
しておく必要があります。パイプラインを作成するか、既存のパイプラインを編集
して、GitHubリポジトリのソースアクションを追加できます。

パイプラインがサードパーティーのコードリポジトリにアクセスできるように、接
続と呼ばれるリソースを設定できます。接続を作成する際、AWSCodeStar アプリ
をサードパーティーのコードリポジトリと共にインストールし、接続に関連付けま
す。

コンソールの GitHub(バージョン 2) プロバイダオプション、または 
CLICodestarSourceConnection のアクションを使用します。GitHub 接
続 (p. 196) を参照してください。

この 完全クローン作成 アクションのオプションを使用して、リポジトリの Git メ
タデータを参照して、ダウンストリームのアクションで Git コマンドを直接実行で
きるようにします。このオプションは、CodeBuild ダウンストリームアクションで
のみ使用できます。

詳細はこちら

• 設定パラメータと JSON/YAML スニペット例を表示する場
合、CodeStarSourceConnection Bitbucket、 GitHub、 GitHub およびエンタープ
ライズサーバーアクション用 (p. 536) を参照してください

• GitHubリポジトリに接続して完全クローン作成オプションを使用する方法に関す
るチュートリアルには、を参照してくださいチュートリアル: GitHub パイプライ
ンソースでフルクローンを使用する (p. 140)。

• GitHub現在のアクションは、のバージョン 2 ソースアクションですGitHub。
バージョン 1GitHub アクションは OAuth トークン認証で管理されます。GitHub
バージョン 1 のアクションの使用はお勧めしませんが、GitHubバージョン 
1 のアクションを持つ既存のパイプラインは何の影響なく引き続き動作しま
す。GitHubアプリでCodeStarSourceConnection Bitbucket、 GitHub、 GitHub 
およびエンタープライズサーバーアクション用 (p. 536)ソースアクションを
管理するパイプライン内でGitHubソースアクションを使用できます。バージョ
ン 1GitHub のアクションを使用するパイプラインがある場合は、でバージョン 
2GitHub のアクションを使用するように更新する手順を参照してくださいGitHub 
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バージョン 1 のソースアクションを GitHub バージョン 2 のソースアクションに
更新する (p. 583)。

GitHubエンタープ
ライズサーバー

コードのソースとしてGitHub Enterprise Server リポジトリを使用するよう
に、Enterprise Server リポジトリを使用するように設定できますCodePipeline。こ
れ以前にGitHubアカウントと少なくとも 1 つのGitHubリポジトリを作成しておく
必要があります。GitHubEnterprise Server リポジトリのソースアクションを追加す
るには、新しいパイプラインを作成するか、既存のパイプラインを編集します。

パイプラインがサードパーティーのコードリポジトリにアクセスできるように、接
続と呼ばれるリソースを設定できます。接続を作成する際、AWSCodeStar アプリ
をサードパーティーのコードリポジトリと共にインストールし、接続に関連付けま
す。

コンソールのGitHub Enterprise Server、または 
CLICodestarSourceConnection のアクションを使用します。GitHub Enterprise 
Server 接続 (p. 200) を参照してください。

Important

AWSCodeStarConnections は既知の問題のため、GitHub Enterprise 
Server バージョン 2.22.0 をサポートしていません。接続するには、バー
ジョン 2.22.1 または入手可能な最新のバージョンにアップグレードしま
す。

この 完全クローン作成 アクションのオプションを使用して、リポジトリの Git メ
タデータを参照して、ダウンストリームのアクションで Git コマンドを直接実行で
きるようにします。このオプションは、CodeBuild ダウンストリームアクションで
のみ使用できます。

詳細はこちら

• 設定パラメータと JSON/YAML スニペット例を表示する場
合、CodeStarSourceConnection Bitbucket、 GitHub、 GitHub およびエンタープ
ライズサーバーアクション用 (p. 536) を参照してください

• GitHubリポジトリに接続して完全クローン作成オプションを使用する方法に関す
るチュートリアルには、を参照してくださいチュートリアル: GitHub パイプライ
ンソースでフルクローンを使用する (p. 140)。

CodeCommitソースアクション
CodeCommit は、クラウド内のアセット (ドキュメント、ソースコード、バイナリファイルなど) を非公開
で保存および管理するために使用できるバージョン管理サービスです。CodeCommitコードのソースとし
てリポジトリ内のブランチを使用するように設定できますCodePipeline。リポジトリを作成し、ローカル
マシン上の作業ディレクトリに関連付けます。次に、ステージのソースアクションの一部としてブランチ
を使用するパイプラインを作成できます。CodeCommit リポジトリに接続するには、新しいパイプライン
を作成するか、既存のパイプラインを編集します。

この 完全クローン作成 アクションのオプションを使用して、リポジトリの Git メタデータを参照し
て、ダウンストリームのアクションで Git コマンドを直接実行できるようにします。このオプション
は、CodeBuild ダウンストリームアクションでのみ使用できます。

詳細はこちら

• 設定パラメータと JSON/YAML スニペット例を表示する場合、CodeCommit (p. 529) を参照してくだ
さい。
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• チュートリアル: シンプルなパイプラインを作成する (CodeCommit リポジトリ) (p. 52)
• CodePipelineは AmazonCloudWatch Events を使用して、CodeCommitパイプラインのソースとして

使用されているリポジトリの変更を検出します。各ソースアクションには対応するイベントルール
があります。このイベントルールは、リポジトリで変更が発生したときにパイプラインを開始しま
す。CodePipeline との一般的な統合 (p. 33) を参照してください。

GitHub(バージョン 1) ソースアクション
GitHubバージョン 1 アクションは OAuth アプリで管理されます。サービス利用可能地域で
は、CodeStarSourceConnection Bitbucket、 GitHub、 GitHub およびエンタープライズサーバーアクショ
ン用 (p. 536)GitHubアプリを使用してソースアクションを管理するパイプライン内でGitHubソースアク
ションを使用できます。GitHubバージョン 1 のアクションを使用するパイプラインがある場合は、GitHub
でバージョン 2 のアクションを使用するように更新する手順を参照してくださいGitHub バージョン 1 の
ソースアクションを GitHub バージョン 2 のソースアクションに更新する (p. 583)。

Note

GitHubバージョン 1 のアクションの使用はお勧めしませんが、GitHubバージョン 1 のアクション
を持つ既存のパイプラインは何の影響なく引き続き動作します。

詳細はこちら

• アプリベースのアクセスとは対照的な OAuthGitHubGitHub ベースのアクセスの詳細については、を参
照してくださいhttps://docs.github.com/en/developers/apps/differences-between-github-apps-and-oauth-
apps。

• バージョン 1GitHub のアクションの詳細を含む付録の表示については、「」を参照してください付録 
A:GitHub バージョン 1 のソースアクション (p. 593)。

ビルドアクションの統合
以下の情報はCodePipelineアクションの種類別に整理されていますので、以下のビルドアクションプロバ
イダーとの統合に役立ちます。CodePipeline

トピック
• CodeBuildビルドd (p. 24)
• CloudBeesビルドd (p. 25)
• Jenkins ビルドアクション (p. 25)
• TeamCityビルドd (p. 25)

CodeBuildビルドd
CodeBuild は完全マネージド型の構築サービスです。ソースコードのコンパイル、ユニットテストの実
行、すぐにデプロイできるアーティファクトの生成を行います。

CodeBuild を、ビルドアクションとしてパイプラインのビルドステージに追加できます。詳細について
は、AWS CodeBuild (p. 525)の「CodePipeline アクション設定リファレンス」を参照してください。

Note

CodeBuild は、ビルド出力の有無にかかわらず、テストアクションとしてパイプラインに含める
こともできます。

API バージョン 2015-07-09
24

https://docs.github.com/en/developers/apps/differences-between-github-apps-and-oauth-apps
https://docs.github.com/en/developers/apps/differences-between-github-apps-and-oauth-apps
http://aws.amazon.com/codebuild/


AWS CodePipeline ユーザーガイド
テストアクションの統合

詳細はこちら

• 設定パラメータと JSON/YAML スニペット例を表示する場合、AWS CodeBuild (p. 525) を参照してく
ださい。

• CodeBuild とは
• CodeBuild— 完全マネージド型ビルドサービス

CloudBeesビルドd
CodePipelineCloudBeesを使用して、パイプラインの 1 つ以上のアクションでコードをビルドまたはテス
トできます。

詳細はこちら

• re: Invent 2017: クラウド・ファースト・ウィズAWS

Jenkins ビルドアクション
Jenkins CICodePipeline を使用して、パイプラインの 1 つ以上のアクションでコードを作成またはテスト
できます。これ以前に Jenkins プロジェクトを作成し、そのプロジェクト用にCodePipeline Pipeline プラ
グインをインストールして設定しておく必要があります。Jenkins プロジェクトに接続するには、新しい
パイプラインを作成するか、既存のパイプラインを編集します。

Jenkins へのアクセス許可は、プロジェクトベースで設定されます。一緒に使用する Jenkins インスタン
スには、JenkinsCodePipeline Plugin for Jenkins をインストールする必要がありますCodePipeline。ま
た、Jenkins プロジェクトへの CodePipeline のアクセスを設定する必要があります。HTTPS/SSL 接続
のみを受け入れるように設定して、Jenkins プロジェクトを安全に保護します。Jenkins プロジェクトが 
Amazon EC2 インスタンスにインストールされている場合は、各インスタンスに AWS をインストールし
て、AWS CLI 認証情報を提供することを検討してください。次に、接続に使用したい認証情報を使用し
て、それらのインスタンスでAWSプロファイルを設定します。これは、Jenkins ウェブインターフェイス
を介した追加と保存の代替手段です。

詳細はこちら

• Jenkins のアクセス
• チュートリアル: 4 ステージのパイプラインを作成する (p. 61)

TeamCityビルドd
CodePipelineTeamCityを使用して、パイプラインの 1 つ以上のアクションでコードをビルドまたはテスト
できます。

詳細はこちら

• TeamCity用プラグインCodePipeline
• AWSおよびにおけるエンドツーエンドの継続的デリバリーとデプロイメントパイプラインの構築

TeamCity

テストアクションの統合
CodePipeline以下の情報はアクションの種類別に整理されていますので、CodePipeline以下のビルドアク
ションプロバイダーとの統合に役立ちます。
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トピック
• CodeBuild のテストアクション (p. 26)
• AWS Device Farm のテストアクション (p. 26)
• BlazeMeter のテストアクション (p. 26)
• Ghost Inspector テストアクション (p. 27)
• StormRunnerマイクロフォーカスロードテストビルドビルドビルドビルドビルド (p. 27)
• テストアクションの実行 (p. 27)

CodeBuild のテストアクション
CodeBuild はクラウドで動作する、フルマネージド型のビルドサービスです。CodeBuild はソースコード
をコンパイルし、単体テストを実行して、すぐにデプロイできるアーティファクトを生成します。

テストアクションとしてパイプラインに CodeBuild を追加できます。詳細については、AWS 
CodeBuild (p. 525)の「CodePipeline アクション設定リファレンス」を参照してください。

Note

CodeBuild は、必須ビルド出力アーティファクトを持つビルドアクションとしてパイプラインに
含めることもできます。

詳細はこちら

• 設定パラメータと JSON/YAML スニペット例を表示する場合、AWS CodeBuild (p. 525) を参照してく
ださい。

• CodeBuild とは

AWS Device Farm のテストアクション
AWS Device Farm は、実際に電話やタブレットで、Android や iOS、およびウェブアプリを物理的に
テストしてやり取りできるアプリテストサービスです。パイプラインの 1 つ以上のアクションで AWS 
Device Farm を使用してコードをテストするようにCodePipeline を設定できます。AWS Device Farm 
により、独自のテストをアップロードしたり、組み込みのスクリプトフリーの互換性テストを使用し
たりできます。テストは並列実行されるため、テストは複数のデバイスで数分のうちに開始されます。
高レベルの結果、低レベルのログ、pixel-to-pixelスクリーンショット、およびパフォーマンスデータ
を含むテストレポートは、テストが完了すると更新されます。 AWS Device Farmは、ネイティブかつ
ハイブリッドな Android アプリケーション、iOS アプリケーション、および Fire OS アプリケーショ
ン、TitaniumPhoneGap、Xamarin、Unity、およびその他のフレームワークで作成されたもののテストを
サポートしています。Android アプリのリモートアクセスをサポートしているため、テストデバイスと直
接やり取りすることができます。

詳細はこちら

• 設定パラメータと JSON/YAML スニペット例を表示する場合、AWS Device Farm (p. 541) を参照して
ください。

• AWS Device Farm とは
• CodePipeline テストステージでの AWS Device Farm の使用

BlazeMeter のテストアクション
パラ
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パイプラインの 1 つ以上のアクションでCodePipelineBlazeMeterを使用してコードをテストするようにを
設定できます。

詳細はこちら

• 経由でのテストAWS CodePipeline

Ghost Inspector テストアクション
Ghost InspectorCodePipeline を使用して、パイプラインの 1 つ以上のアクションでコードをテストできま
す。

詳細はこちら

• CodePipeline とのサービス統合のための Ghost Inspector のドキュメント

StormRunnerマイクロフォーカスロードテストビルドビルドビル
ドビルドビルド
パイプラインの 1 つ以上のアクションで Micro FocusStormRunner Load を使用するように設定できます
CodePipeline。

詳細はこちら

• StormRunnerと統合するためのマイクロフォーカスロードのドキュメントCodePipeline

テストアクションの実行
RunscopeCodePipeline を使用して、パイプラインの 1 つ以上のアクションでコードをテストできます。

詳細はこちら

• とのビルド/デプロイメントの統合AWS CodePipeline

デプロイアクションの統合
CodePipeline以下の情報はアクションの種類別に整理されていますので、以下のデプロイアクションプロ
バイダーとの統合に役立ちます。CodePipeline

トピック
• Amazon S3 デプロイアクション (p. 28)
• AWSAppConfigアクションをデプロイ (p. 28)
• AWS CloudFormation アクションをデプロイする (p. 28)
• AWS CloudFormationStackSetsアクションをデプロイ (p. 29)
• Amazon ECS デプロイアクション (p. 29)
• Elastic Beanstalk デプロイアクション (p. 29)
• AWS OpsWorks アクションをデプロイする (p. 30)
• Service Catalog (p. 30)
• Amazon Alexa デプロイアクション (p. 30)
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• CodeDeploy アクションをデプロイする (p. 31)
• XebiaLabs アクションをデプロイする (p. 31)

Amazon S3 デプロイアクション
Amazon S3 はインターネット用のストレージサービスです。Simple Storage Service (Amazon S3) を使用
すると、いつでもウェブ上の任意の場所から任意の量のデータを保存および取得できます。デプロイプロ
バイダーとして Amazon S3 を使用するパイプラインにアクションを追加できます。

Note

ソースアクションとして Amazon S3 をパイプラインに含めることもできます。

詳細はこちら

• でパイプラインを作成 CodePipeline (p. 213)
• チュートリアル: デプロイプロバイダーとして Amazon S3 を使用するパイプラインを作成す

る (p. 120)

AWSAppConfigアクションをデプロイ
AWSAppConfigは、アプリケーション設定を作成、管理し、迅速にデプロイします。AWS Systems 
ManagerAppConfig は、EC2 インスタンス、AWS Lambda、コンテナ、モバイルアプリケーション、また
は IoT デバイスでホストされているアプリケーションで使用できます。

詳細はこちら

• AWS AppConfig (p. 498) の CodePipeline アクション設定リファレンス
• チュートリアル: を使用するパイプラインの作成AWSデプロイプロバイダーとしての 

AppConfig (p. 137)

AWS CloudFormation アクションをデプロイする
AWS CloudFormation では、開発者とシステム管理者は、AWS リソースの プロビジョニングおよび更新
用のテンプレートを使用して、関連する一連のリソースを簡単に作成および管理できます。サービスの
サンプルテンプレートを使用することも、独自のテンプレートを作成することもできます。テンプレート
は、アプリケーションの実行に必要な AWS リソースと依存関係または実行時パラメータを記述します。

AWS サーバーレスアプリケーションモデル (AWS SAM) は、AWS CloudFormation を拡張して、サーバー
レスアプリケーション AWS を定義してデプロイするための簡単な方法を提供します。SAM は、Amazon 
API Gateway API、AWS Lambda 関数、および Amazon DynamoDB テーブルに対応しています。と
AWS SAM を使用してCodePipeline、サーバーレスアプリケーションを継続的に配信できます。AWS 
CloudFormation

デプロイプロバイダとして AWS CloudFormation を使用するパイプラインにアクションを追加できます。
デプロイプロバイダーとして AWS CloudFormation を使用すると、パイプライン実行の一環として AWS 
CloudFormation スタックと変更セットに対してアクションを実行できます。AWS CloudFormation は、
パイプラインの実行時にスタックと変更セットを作成、更新、置換、削除できます。その結果、AWS 
CloudFormation テンプレートおよびパラメータ定義で指定した仕様に従って、AWS およびカスタムリ
ソースをパイプライン実行中に作成、プロビジョニング、更新、または終了することができます。

詳細はこちら

• AWS CloudFormation (p. 501) の CodePipeline アクション設定リファレンス
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• による継続的デリバリーCodePipeline —CodePipeline の継続的デリバリーワークフローを構築するため
に使用する方法について説明しますAWS CloudFormation。

• Lambda ベースのアプリケーションのデプロイの自動化 — AWS サーバーレスアプリケーションモデル
と AWS CloudFormation を使用して、Lambda ベースのアプリケーションの継続的デリバリーワークフ
ローを構築する方法について説明します。

AWS CloudFormationStackSetsアクションをデプロイ
AWS CloudFormation では、複数のアカウントと AWS 地域にリソースを展開する方法を説明していま
す。

Note

この機能は、アジアパシフィック (香港) および欧州 (ミラノ) リージョンでは利用でき
ません。利用可能なその他のアクションについては、「 を製品やサービスと統合する
CodePipeline (p. 20)」を参照してください。

CodePipelineAWS CloudFormationを使用してスタックセット定義を更新し、インスタンスに更新をデプロ
イします。

以下のアクションをパイプラインに追加して、AWS CloudFormationStackSetsデプロイプロバイダーとし
て使用できます。

• CloudFormationStackSet
• CloudFormationStackInstances

詳細はこちら

• AWS CloudFormation StackSets (p. 506) の CodePipeline アクション設定リファレンス
• チュートリアル:AWS CloudFormation StackSets デプロイアクションでパイプラインを作成す

る (p. 146)

Amazon ECS デプロイアクション
Amazon ECS はでコンテナベースのアプリケーションを実行できる、AWS クラウドスケーラビリティ
に優れた高性能なコンテナ管理サービスです。パイプラインを作成すると、デプロイプロバイダとして 
Amazon ECS を選択できます。ソースコントロールリポジトリのコードを変更すると、パイプラインが
新しい Docker イメージを作成し、コンテナレジストリにプッシュし、更新されたイメージを Amazon 
ECS にデプロイします。で ECS (Blue/Green) プロバイダーアクションを使用して、Amazon ECS にトラ
フィックをルーティングおよびデプロイすることもできますCodeDeploy。CodePipeline

詳細はこちら :

• Amazon ECS とは
• チュートリアル: CodePipeline による継続的デプロイ
• でパイプラインを作成 CodePipeline (p. 213)
• チュートリアル:Amazon ECR ソース、ECS-DeployCodeDeploy 間のデプロイでパイプラインを作成す

る (p. 103)

Elastic Beanstalk デプロイアクション
Elastic Beanstalk は、Java、.NET、PHP、Node.js、Python、Ruby、Go、Docker で開発されたウェブア
プリケーションとサービスを、Apache、Nginx、Passenger、IIS などの一般的なサーバーにデプロイして
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スケーリングするサービスです。Elastic BeanstalkCodePipeline を使用してコードをデプロイするように
設定できます。パイプライン作成前、または パイプライン の作成ウィザードを使用する際、ステージのデ
プロイアクションで使用する Elastic Beanstalk アプリケーションと環境を作成できます。

詳細はこちら

• Elastic Beanstalk を使用して開始する
• でパイプラインを作成 CodePipeline (p. 213)

AWS OpsWorks アクションをデプロイする
設定管理サービスである AWS OpsWorks を使用すると、お客様は Chef を使用して、あらゆる種類とサ
イズのアプリケーションを簡単に設定したり運用したりできます。AWS OpsWorks Stacks を使用すると, 
パッケージのインストール、ソフトウェア設定およびストレージなどのリソースを含む、各コンポーネ
ントのアプリケーションのアーキテクチャおよび仕様を定義できます。AWS OpsWorks Stacks を使用し
て、AWS OpsWorks で作成されたカスタム Chef クックブックおよびアプリケーションと共にコードをデ
プロイするように CodePipeline を設定できます。

• Custom Chef Cookbooks – AWS OpsWorks は Chef Cookbooks を使用して、パッケージのインストール
と設定、アプリケーションのデプロイなどのタスクを処理します。

• アプリケーション – AWS OpsWorks アプリケーションは、アプリケーションサーバーで実行するコード
で構成されます。アプリケーションコードは、Amazon S3 バケットなどのリポジトリに格納されていま
す。

パイプラインを作成する前に、AWS OpsWorks スタックとレイヤーを作成します。パイプライン作成前、
ステージのデプロイアクションで使用する AWS OpsWorks アプリケーションを作成できます。またはパ
イプラインの作成ウィザードを使用することもできます。

CodePipelineAWS OpsWorks用は、現在、米国東部 (バージニア北部) リージョン (us-east-1) でのみ対応
しています。

詳細はこちら

• AWS OpsWorks Stacks での CodePipeline の使用
• クックブックとレシピ
• AWS OpsWorks アプリケーション

Service Catalog
Service Catalog では、AWSでの使用が承認された製品のカタログを作成および管理できます。

製品テンプレートの更新とバージョンを Service Catalog にデプロイするように設定できます
CodePipeline。Service Catalog 製品を作成してデプロイアクションで使用し、パイプライン作成ウィザー
ドを使用してパイプラインを作成できます。

詳細はこちら

• チュートリアル:Service Catalog にデプロイするパイプラインを作成します。 (p. 80)
• でパイプラインを作成 CodePipeline (p. 213)

Amazon Alexa デプロイアクション
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Notification Service と統合します

Amazon Alexa Skills Kit を使用すると、クラウドベースのスキルをビルドし、Alexa 対応デバイスのユー
ザーに配布できます。

Note

この特徴は、アジアパシフィック (香港) またはヨーロッパ (ミラノ) リージョンでは使用できま
せん。当該地域で使用可能な他のデプロイアクションを使用する場合、デプロイアクションの統
合 (p. 27) を参照してください。

デプロイプロバイダとして Alexa Skills Kit を使用するパイプラインにアクションを追加できます。パイプ
ラインによってソースの変更が検出され、更新が Alexa サービスの Alexa スキルにデプロイされます。

詳細はこちら

• チュートリアル: Amazon Alexa Skills Skills をデプロイするパイプラインを作成する (p. 115)

CodeDeploy アクションをデプロイする
CodeDeployAmazon EC2 インスタンス、オンプレミスインスタンス、または両方へのアプリケーション
デプロイメントを調整します。CodeDeploy を使用してコードをデプロイするように CodePipeline を設定
できます。パイプライン作成前、または [パイプラインの作成] ウィザードを使用する際、ステージのデプ
ロイアクションで使用できるように、CodeDeployアプリケーション、デプロイおよびデプロイグループを
作成できます。

詳細はこちら

• ステップ 3: CodeDeploy でアプリケーションを作成する (p. 42)
• チュートリアル: シンプルなパイプラインを作成する (CodeCommit リポジトリ) (p. 52)

XebiaLabs アクションをデプロイする
を使用してパイプラインの 1CodePipeline XebiaLabsつ以上のアクションにコードをデプロイするように
設定できます。

詳細はこちら

• XL デプロイを一緒に使用するCodePipeline

承認アクションを Amazon Simple Notification Service 
と統合します
Amazon SNS は、高速かつ柔軟な完全マネージド型のプッシュ通知サービスです。このサービスを使
用すると、個々のメッセージを送信したり、多数の受信者にメッセージをファンアウトしたりできま
す。Amazon SNS により、簡単かつコスト効率の高い方法で、モバイルデバイスユーザーおよびメール受
信者にプッシュ通知を送信したり、他の分散サービスにメッセージを送信したりできます。

で手動承認リクエストを作成する場合はCodePipeline、必要に応じて Amazon SNS にトピックを発行し
て、サブスクライブしているすべての IAM ユーザーに承認アクションを確認する準備ができたことが通知
されます。

詳細はこちら

• Amazon SNS とは
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https://developer.amazon.com/docs/custom-skills/use-the-alexa-skills-kit-samples.html
https://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/
https://xebialabs.com/
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• CodePipelineサービスロールへの Amazon SNS アクセス許可の付与 (p. 360)

呼び出しアクションの統合
以下の情報はCodePipelineアクションの種類別に整理されていますので、以下の呼び出しアクションプロ
バイダーとの統合に役立ちます。CodePipeline

トピック
• Lambda 呼び出しアクション (p. 32)
• Snyk 呼び出しアクション (p. 32)
• Step Functions アクション呼び出し (p. 32)

Lambda 呼び出しアクション
Lambda を使用することで、サーバーのプロビジョニングや管理をすることなく、コードを実行できま
す。LambdaCodePipeline 関数を使用してパイプラインに柔軟性と機能性を追加するように設定できま
す。パイプライン作成前、または パイプライン作成 ウィザードを使用する際、ステージにアクションとし
て追加する Lambda 関数を作成できます。

詳細はこちら

• AWS Lambda (p. 546) の CodePipeline アクション設定リファレンス
• AWS Lambda でパイプラインに CodePipeline 関数を呼び出す (p. 337)

Snyk 呼び出しアクション
Snyk を使用することで、セキュリティ脆弱性の検出と修正、アプリケーションコードやコンテナイメージ
の依存関係の更新を行い、オープンソース環境のセキュリティを維持することができます。CodePipeline
で CodePipelineSnyk アクションを使用して、パイプラインのセキュリティテスト制御を自動化すること
もできます。

詳細はこちら

• Snyk アクション構造リファレンス (p. 550) の CodePipeline アクション設定リファレンス
• SnykAWS CodePipeline で脆弱性スキャンを自動化する

Step Functions アクション呼び出し
Step Functions では、ステートマシンの作成と設定ができます。Step Functions でアクションを呼び出
し、CodePipelineステートマシンの実行をトリガーするように設定できます。

Note

この機能は、アジアパシフィック (香港) および欧州 (ミラノ) リージョンでは利用でき
ません。利用可能なその他のアクションについては、「 を製品やサービスと統合する
CodePipeline (p. 20)」を参照してください。

詳細はこちら

• AWS Step Functions (p. 551) の CodePipeline アクション設定リファレンス
• チュートリアル: の使用AWS Step Functionsパイプラインでアクションを呼び出す (p. 135)
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https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/
https://snyk.io/blog/automate-vulnerability-scanning-in-aws-codepipeline-with-snyk/
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CodePipeline との一般的な統合
AWS のサービス以下の統合は、CodePipelineアクションの種類に基づいていません。

Amazon CloudWatch AmazonCloudWatchAWS はお客様のリソースを監視します。

詳細はこちら

• CloudWatchアマゾンとは

CloudWatchアマゾンイベ
ント

AmazonCloudWatch Events は、AWS のサービス定義したルールに基づい
てサービスの変更を検出し、AWS のサービス変更が発生したときに、指定
された 1 つ以上のアクションを呼び出すウェブサービスです。

• 何かが変更されたときに自動的にパイプライン実行を開始する — 
AmazonCloudWatch EventsCodePipeline で設定されたルールでターゲッ
トとして設定できます。これにより、別のサービスが変更されたときに自
動的にパイプラインが開始されるように設定されます。

詳細はこちら
• CloudWatchアマゾンイベントとは
• パイプラインを開始しますCodePipeline (p. 160).
• CodeCommitCloudWatchソースアクションとイベント (p. 186)

• パイプラインの状態が変更されたときに通知を受け取る — 
AmazonCloudWatch Events ルールを設定し、パイプライン、ステージ、
またはアクションの実行状態の変更を検出して対応することができます。

詳細はこちら
• CodePipeline イベントのモニタリング (p. 385)
• チュートリアル: CloudWatch Events ルールをセットアップし、パイプ

ラインの状態の変更の E メール通知を送信します。 (p. 69)

AWS Cloud9 AWS Cloud9 は、ウェブブラウザからアクセスできるオンライン IDE です。
この IDE では、リッチなコード編集エクスペリエンスを実現しており、複数
のプログラミング言語、ランタイムデバッガ、組み込みターミナルがサポー
トされています。Amazon EC2 インスタンスは、バックグラウンドで AWS 
Cloud9 開発環境をホストしています。詳細については、AWS Cloud9 ユー
ザーガイドを参照してください。

詳細はこちら

• AWS Cloud9 のセットアップ

AWS CloudTrail CloudTrailは、AWSアカウントで代行されたAWS API 呼び出しと関連イ
ベントを取得し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配信し
ます。CodePipeline コンソールからの、AWS CLI での CodePipeline か
らの、さらに CodePipeline API からの API コールをキャプチャするよう
に、CloudTrail を設定できます。

詳細はこちら

• による CodePipeline API 呼び出しのロギングAWS CloudTrail (p. 403)

AWSCodeStar 通知 パイプラインの実行開始時など、重要な変更をユーザーに知らせるための通
知を設定できます。詳細については、「通知ルールの作成 (p. 314)」を参
照してください。
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/
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コミュニティからの例

AWS Key Management 
Service

AWS KMS は、データの暗号化に使用される暗号化キーの作成と管理を容易
にするマネージド型サービスです。デフォルトでは、CodePipelineはAWS 
KMS Amazon S3 バケットに保存されているパイプラインのアーティファク
トを暗号化します。

詳細はこちら

• 1つのアカウントのソースバケット、アーティファクトバケット、サービ
スロールを使用し、AWS別のAWSCodeDeployアカウントのリソースを使
用するパイプラインを作成するには、カスタマー管理の KMS キーを作成
し、そのキーをパイプラインに追加して、アカウント間のアクセスを可能
にするためにアカウントのポリシーと役割を設定する必要があります。詳
細については、「他の CodePipeline AWSアカウントからリソースを使用
するパイプラインを作成する (p. 245)」を参照してください。

• 1 つの AWS アカウントが AWS CloudFormation スタックを別のAWS
アカウントにデプロイするパイプラインを作成するには、カスタマーマ
ネージドの KMS キーを作成し、そのキーをパイプラインに追加し、ス
タックを別の AWS アカウントにデプロイするアカウントポリシーとロー
ルを設定する必要があります。詳細については、「CodePipelineAWS 
CloudFormationを使用して別のアカウントにスタックをデプロイする方
法」を参照してください。

• パイプラインの S3 アーティファクトバケットのサーバー側の暗号化
を設定するには、デフォルトの AWS マネージド KMS キーを使用する
か、カスタマーマネージド KMS キーを作成して、暗号化キーを使用す
るようにバケットポリシーを設定します。詳細については、「Amazon 
S3 に保存したアーティファクトのサーバー側の暗号化を設定します
CodePipeline (p. 419)」を参照してください。

AWS KMS key の場合、キー ID、キー ARN、またはエイリアス ARN を使用
できます。

Note

エイリアスは、 KMS キー を作成したアカウントでのみ認識されま
す。クロスアカウントアクションの場合、キー ID またはキー ARN 
のみを使用してキーを識別できます。クロスアカウントアクション
には他のアカウント (AccountB) のロールを使用するため、キー ID 
を指定すると他のアカウント (AccountB) のキーが使用されます。

コミュニティからの例
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。

トピック
• 統合の例: ブログ投稿 (p. 35)
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https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/codepipeline-deploy-cloudformation/
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ブログ投稿

統合の例: ブログ投稿
• サードパーティーの Git リポジトリから AWS CodePipeline ビルドステータスの追跡

サードパーティーのリポジトリにパイプラインとビルドアクションのステータスを表示するリソースを
設定して、デベロッパーがコンテキストを切り替えずにステータスを簡単に追跡できるようにする方法
を説明します。

2017 年 3 月発行
• AWS CodeCommit、AWS CodeBuild、AWS CodeDeploy、AWS CodePipelineでCI/CDを完成

、、CodeDeployのサービスを使用してCodeCommit、CodePipelineバージョン管理された Java アプリ
ケーションをコンパイル、ビルド、および一連の Amazon EC2 Linux インスタンスにインストールする
パイプラインを設定する方法について説明します。CodeBuild

2015 年 9 月公開
• を使用して Amazon EC2 から Amazon EC2GitHub にデプロイする方法CodePipeline

CodePipeline をゼロから設定して、開発、テスト、本番稼働の各ブランチを別々のデプロイメントグ
ループにデプロイする方法を説明します。IAM ロール、CodeDeploy エージェント、CodeDeploy、およ
び CodePipeline を使用および設定する方法を説明します。

2020 年 4 月公開
• AWSステップ関数用の CI/CD パイプラインのテストと作成

Step Functions ステートマシンとパイプラインを調整するリソースの設定方法について説明します。

2020 年 3 月発行
• DevSecOps実装して使用するCodePipeline

予防的および発見的なセキュリティ制御を自動化するために CodePipeline で CI/CD パイプラインを使
用する方法について説明します。この記事では、パイプラインを使用して簡単なセキュリティグループ
を作成し、ソース、テスト、および本番稼働ステージでセキュリティチェックを実行して、AWS アカウ
ントのセキュリティ状態を改善する方法について説明します。

2017 年 3 月発行
• 、、Amazon ECRCodePipelineCodeBuild、およびを使用した Amazon ECS への継続的デプロイメント

AWS CloudFormation

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) への継続的デプロイパイプラインの作成方法につい
て説明します。アプリケーションは、、、Amazon ECRCodePipelineCodeBuild、およびを使用して 
DockerAWS CloudFormation コンテナとして配信されます。
• AWS CloudFormationサンプルテンプレートとそれを使用して独自の継続的デプロイパイプラインを

作成するための手順を、ECS リファレンスアーキテクチャ:継続的デプロイリポジトリからダウンロー
ドしてくださいGitHub。

2017 年 1 月投稿
• サーバーレスアプリケーションの継続的なデプロイ

AWS のサービスのコレクションを使用して、サーバーレスアプリケーション用の継続的なデプロイパ
イプラインを作成する方法について説明します。サーバーレスアプリケーションモデル (SAM) を使用し
てアプリケーションとそのリソースを定義し、CodePipeline はアプリケーションのデプロイを調整しま
す。
• Gin フレームワークと API ゲートウェイプロキシシムでの実行で書かれたサンプルアプリケーション
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発行日：2016年12月
• DevOpsCodePipelineおよびDynatrace によるデプロイメントのスケーリング

Dynatrace のモニタリングソリューションを使用して、CodePipeline のパイプラインを拡張し、コード
がコミットされる前にテストの実行を自動的に分析し、最適なリードタイムを維持する方法について説
明します。

2016 年 11 月公開
• AWS Elastic BeanstalkCodePipelineAWS CloudFormationで使用するためのパイプラインの作成

CodeCommit

AWS Elastic Beanstalk のアプリケーション用に継続的デリバリーを CodePipeline パイプラインに実装
する方法について説明します。すべての AWS リソースは、AWS CloudFormation テンプレートを使用
して自動的にプロビジョニングされます。このチュートリアルには、CodeCommitとAWS Identity and 
Access Management (IAM) も取り入れられています。

2016 年 5 月投稿
• CodeCommitCodePipeline自動化と導入AWS CloudFormation

AWS CloudFormationを使用して、、、AWSAWS Identity and Access Managementおよ
びを使用する継続的デリバリーパイプラインのリソースのプロビジョニングを自動化しま
す。CodeCommitCodePipelineCodeDeploy

2016 年 4 月公開
• AWS CodePipeline でクロスアカウントパイプラインを作成する

AWS Identity and Access Management を使用して AWS CodePipeline のパイプラインへのクロスアカ
ウントアクセスのプロビジョニングを自動化する方法について説明します。例が AWS CloudFormation 
テンプレートに含まれます。

2016年３月発行
• ASP.NET コアパート 2 の学習: 継続的デリバリー

CodeDeploy と AWS CodePipeline を使用して ASP.NET Core アプリケーション用の完全な継続的デリ
バリーシステムを作成する方法について説明します。

2016年３月発行
• AWS CodePipeline コンソールを使用してパイプラインを作成する

AWS CodePipeline の「チュートリアル: 4 ステージのパイプラインを作成する (p. 61)」に基づく
チュートリアルで AWS CodePipeline コンソールを使用して 2 ステージパイプラインを作成する方法に
ついて説明します。

2016年３月発行
• AWS Lambda での AWS CodePipeline パイプラインの模擬表示

パイプラインが動作する前に、CodePipelineソフトウェア配信プロセスの設計時に、このプロセスのア
クションやステージを視覚化できる Lambda 関数を呼び出す方法について説明します。パイプライン構
造を設計するときに、Lambda 関数を使用して、パイプラインが正常に完了するかどうかをテストでき
ます。

2016 年 2 月投稿
• AWS CloudFormation を使用した CodePipeline での AWS Lambda 関数の実行

ユーザーガイドタスク AWS Lambda でパイプラインに CodePipeline 関数を呼び出す (p. 337) で使用
されるすべての AWS リソースをプロビジョニングする AWS CloudFormation スタックを作成する方法
について説明します。
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2016 年 2 月投稿
• AWS CloudFormation でのカスタム CodePipeline アクションのプロビジョニング

AWS CloudFormation を使用して CodePipeline でカスタムアクションをプロビジョニングする方法につ
いて説明します。

2016 年 1 月投稿
• AWS CloudFormation を使用した CodePipeline のプロビジョニング

AWS CloudFormation を使用して CodePipeline に基本的な継続的デリバリーパイプラインをプロビジョ
ニングする方法について説明します。

発行日：2015年12月
• CodePipelineとを使用した継続的デリバリーにおけるパフォーマンステストBlazeMeter

CodePipelineのネイティブ統合により、CodePipeline配信ワークフローの適切な場所に自動読み込みテ
ストを挿入する方法について説明します。BlazeMeter

2015 年 9 月公開
• カスタムアクションと AWS Lambda を使用した CodePipeline から AWS OpsWorks へのデプロイ

CodePipeline を使用して AWS OpsWorks にデプロイするためのパイプラインと AWS Lambda 関数の
設定方法について説明します。

2015 年 7 月発行
• 自動化されたDelivery Acceptance Test Nirvana:CodePipeline、CloudWatch、およびによる自動化され

たDelivery Acceptance TestBlazeMeter

使用方法CodePipeline、CloudWatch、BlazeMeterおよび継続的デリバリーワークフローを作成すること
で、リリースまでの時間を短縮し、リリース中の開発者のテストカバレッジを向上させる方法について
説明します。

2015 年 7 月発行
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CodePipeline チュートリアル
「CodePipeline の開始方法 (p. 16)」のステップを完了したら、このユーザーガイドの AWS CodePipeline 
チュートリアルのいずれかを試すことができます。

ウィザードを使用して、Amazon Linux を実行して
いる Amazon EC2 インスタンスに Amazon S3 バ
ケットからのサンプルアプリケーションをデプロ
イすることができます。 CodeDeploy ウィザード
を使用して 2 ステージのパイプラインを作成した
ら、ステージ 3 を追加します。

チュートリアル: シンプルなパイプラインを作成す
る (S3 バケット) (p. 39) を参照してください。

CodeDeploy を使用する2 段階のパイプラインを作
成し、Amazon Linux を実行している Amazon EC2 
インスタンスに CodeCommit リポジトリからのサ
ンプルアプリケーションをデプロイすることがで
きます。

チュートリアル: シンプルなパイプラインを作成す
る (CodeCommit リポジトリ) (p. 52) を参照し
てください。

最初のチュートリアルで作成した 3 ステージのパ
イプラインにビルドステージを追加します。新し
いステージでは、Jenkins を使用してアプリケー
ションをビルドします。

チュートリアル: 4 ステージのパイプラインを作成
する (p. 61) を参照してください。

パイプライン、ステージ、またはアクションの
実行状態が変更されるたびに通知を送信する 
CloudWatch Events ルールを設定します。

チュートリアル: CloudWatch Events ルールをセッ
トアップし、パイプラインの状態の変更の E メー
ル通知を送信します。 (p. 69) を参照してくださ
い。

とを使用して Android GitHub CodeBuild アプリを
ビルドおよびテストするソースを使用してパイプ
ラインを作成しますAWS Device Farm。

チュートリアル:を使用して Android アプリケー
ションを構築およびテストするパイプラインを作
成します。AWS Device Farm (p. 72) を参照し
てください。

AWS Device Farm で iOS アプリをテストする 
Amazon S3 ソースでパイプラインを作成します。

チュートリアル: iOS アプリをテストするパイプラ
インを作成するAWS Device Farm (p. 75) を参
照してください。

製品テンプレートを Service Catalog にデプロイす
るパイプラインを作成したいと考えています。

チュートリアル:Service Catalog にデプロイするパ
イプラインを作成します。 (p. 80) を参照してく
ださい。

サンプルテンプレートを使用して、AWS 
CloudFormationコンソールを使用して（Amazon 
S3 CodeCommit、 GitHub またはソースを使用し
て）シンプルなパイプラインを作成したいと思い
ます。

チュートリアル: AWS CloudFormation を使用して
パイプラインを作成する (p. 88) を参照してくだ
さい。

Amazon ECR リポジトリから Amazon ECS 
CodeDeploy クラスターとサービスへのイメージの
青/緑デプロイを行う2 段階のパイプラインを作成
します。

チュートリアル:Amazon ECR ソース、ECS-
DeployCodeDeploy 間のデプロイでパイプライン
を作成する (p. 103) を参照してください。

サーバーレスアプリケーションを AWS Serverless 
Application Repository に継続的に発行するパイプ
ラインを作成します。

チュートリアル: AWS Serverless Application 
Repository にサーバーレスアプリケーションを発
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プラインを作成する (S3 バケット)

行するパイプラインを作成する (p. 128) を参照し
てください。

他のユーザーガイドの以下のチュートリアルには、他のチュートリアルをパイプラインに統合するための
ガイダンスが記載されています。AWS のサービス

• CodeBuildAWS CodeBuildユーザーガイドで使用するパイプラインの作成
• CodePipeline AWS OpsWorks StacksAWS OpsWorksユーザーガイドでの使用
• CodePipelineAWS CloudFormationユーザーガイド付き継続的デリバリー
• AWS Elastic Beanstalk デベロッパーガイド で Elastic Beanstalk の使用を開始する
• を使用した継続的なデプロイのパイプラインのセットアップ CodePipeline

チュートリアル: シンプルなパイプラインを作成す
る (S3 バケット)

パイプラインを最も簡単に作成するには、 コンソールでパイプラインの作成AWS CodePipelineウィザー
ドを使用します。

このチュートリアルでは、バージョニングされた S3 バケットおよび CodeDeploy を使用して、サンプル
アプリケーションをリリースする 2 ステージのパイプラインを作成します。

Note

Amazon S3 がパイプラインのソースプロバイダーである場合、ソースファイルを 1 つの .zip に
圧縮し、その .zip をソースバケットにアップロードできます。解凍されたファイルを 1 つアップ
ロードすることもできます。ただし、.zip ファイルを想定するダウンストリームアクションは失
敗します。

このシンプルなパイプラインを作成したら、別のステージを追加し、ステージ間の移行を無効化または有
効化します。

Important

この手順でパイプラインに追加するアクションの多くは、パイプラインを作成する前に作成する
必要がある AWS リソースを含んでいます。ソースアクションの AWS リソースは、パイプライン
を作成するときは、常に同じ AWS リージョンに作成する必要があります。たとえば、米国東部 
(オハイオ) リージョンにパイプラインを作成している場合、CodeCommitリポジトリは米国東部 
(オハイオ) リージョンにある必要があります。
パイプラインを作成するときにクロスリージョンアクションを追加できます。クロスリージョ
ンアクションの AWS リソースはアクションを実行する予定の AWS リージョンと同じである
ことが必要です。詳細については、「CodePipeline でクロスリージョンアクションを追加す
る (p. 365)」を参照してください。

開始する前に、「CodePipeline の開始方法 (p. 16)」の前提条件を完了する必要があります。

トピック
• ステップ 1: アプリケーションの S3 バケットを作成する (p. 40)
• ステップ 2: Amazon EC2 Windows インスタンスを作成し、CodeDeployエージェントをインストール

します。 (p. 41)
• ステップ 3: CodeDeploy でアプリケーションを作成する (p. 42)
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• ステップ 4: CodePipeline で最初のパイプラインを作成する (p. 43)
• (オプション) ステップ 5: 別のステージをパイプラインに追加する (p. 45)
• (オプション) ステップ 6: CodePipeline でステージ間の移行を有効または無効にする (p. 50)
• ステップ 7: リソースをクリーンアップする (p. 51)

ステップ 1: アプリケーションの S3 バケットを作成す
る
ソースファイルまたはアプリケーションをバージョニングされた場所に保存します。このチュートリアル
では、サンプルアプリケーションの S3 バケットを作成し、そのバケットでバージョニングを有効にしま
す。バージョニングを有効化したら、サンプルアプリケーションをそのバケットにコピーします。

S3 バケットを作成するには

1. AWS Management Consoleでコンソールにサインインします。S3 コンソールを開きます。
2. [バケットを作成] を選択します。
3. [バケット名] に、バケットの名前 (awscodepipeline-demobucket-example-date など) を入力

します。

Note

Amazon S3 内のすべてのバケット名は一意になる必要があるため、例に示す名前ではなく、
独自のバケット名を使用してください。例に示す名前は、日付を追加するだけでも変更でき
ます。このチュートリアルの残りの部分で必要となるため、この名前を書き留めます。

[リージョン] で、パイプラインを作成するリージョン [米国西部 (オレゴン)] などを選択し、[バケット
の作成] を選択します。

4. バケットが作成されると、成功バナーが表示されます。[バケットの詳細に移動] を選択します。
5. [プロパティ] タブで、[バージョニング] を選択します。[バージョニングの有効化] を選択し、[保存] を

選択します。

バージョニングが有効になったら、Amazon S3 によって各オブジェクトのすべてのバージョンがバ
ケットに保存されます。

6. [アクセス許可] タブは、デフォルト設定のままにします。S3 バケットおよびオブジェクトへのアクセ
ス許可に関する詳細については、「ポリシーでのアクセス許可の指定」を参照してください。

7. 次に、サンプル をダウンロードし、ローカルコンピュータのフォルダまたはディレクトリに保存しま
す。

a. 次のいずれかを選択します 。Windows Server インスタンスについて、このチュートリアルのス
テップに従う場合は、SampleApp_Windows.zip を選択します。

• を使用して Amazon Linux インスタンスにデプロイする場合はCodeDeploy、サンプルアプリ
ケーションをこちらからダウンロードしてください:SampleApp_Linux.zip。

• を使用して Windows Server インスタンスにデプロイする場合はCodeDeploy、サンプルアプリ
ケーションをこちらからダウンロードしてください:SampleApp_Windows.zip。

b. 圧縮 (zip) ファイルをダウンロードします。このファイルを解凍しないでください。
8. Amazon S3 コンソールで、バケットに次のファイルをアップロードします。

a. [Upload] (アップロード) を選択します。
b. ファイルをドラッグアンドドロップするか、[ファイルを追加] を選択してファイルを参照しま

す。
c. [Upload] (アップロード) を選択します。
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し、CodeDeployエージェントをインストールします。

ステップ 2: Amazon EC2 Windows インスタンスを作
成し、CodeDeployエージェントをインストールしま
す。

Note

このチュートリアルでは、Amazon EC2 Windows インスタンスを作成するサンプル手順を示し
ます。Amazon EC2 Linux インスタンスを作成するサンプルステップについては、を参照してく
ださいステップ 3: Amazon EC2 Linux CodeDeploy インスタンスを作成およびインストールす
る (p. 54)。作成するインスタンスの数の入力を求められたら、2 つのインスタンスを指定しま
す。

このステップでは、サンプルアプリケーションをデプロイする Windows Server Amazon EC2 インス
タンスを作成します。このプロセスの一環として、CodeDeployインスタンスにエージェントをインス
トールおよび管理許可するポリシーを含むインスタンスロールを作成します。CodeDeploy エージェント
は、CodeDeploy デプロイメントでインスタンスを使用できるようにするソフトウェアパッケージです。
また、ポリシーをアタッチして、CodeDeployエージェントがアプリケーションのデプロイに使用するファ
イルを読込み許可します。また、SSM によるインスタンスの管理許可します。

インスタンスロールを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/iam/ で IAM コンソール を開きます。
2. コンソールダッシュボードで [ロール] を選択します。
3. [ロールの作成] を選択します。
4. 「信頼できるエンティティのタイプを選択」で、を選択しますAWS のサービス。[ユースケースの選

択] で [EC2] を選択し、[次の手順: アクセス許可] を選択します。
5. という名前のポリシーを検索して選択しますAmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy。
6. という名前のポリシーを検索して選択しますAmazonSSMManagedInstanceCore。[Next: Tags] (次

のステップ: タグ) を選択します。
7. [Next: Review] (次のステップ: レビュー) を選択します。ロールの名前を入力します (例:

EC2InstanceRole)。

Note

次のステップのロール名をメモしておきます。このロールは、インスタンスの作成時に選択
します。

[ロールの作成] を選択します。

インスタンスを起動するには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. サイド・ナビゲーションから「インスタンス」を選択し、ページの上部にある「インスタンスを起

動」を選択します。
3. [名前とタグ] の [名前] に、と入力しますMyCodePipelineDemo。これにより、インスタンスにタグ

Key が、タグ ValueMyCodePipelineDemo が割り当てられます。Name後で、CodeDeployサンプル
アプリケーションをインスタンスにデプロイするアプリケーションを作成します。CodeDeployタグに
基づいて、デプロイするインスタンスを選択します。

4. [Application and OS Images (Amazon マシンイメージ)] で、Windows オプションを選択します。(この 
AMI は Microsoft Windows Server 2019 Base と記載されており、「無料利用枠対象」というラベルが
付いており、「クイックスタート」にあります。)
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5. [インスタンスタイプ] で、t2.microインスタンスのハードウェア構成として無料利用枠の対象タイ
プを選択します。

6. [Key pair (login)] (key pair (ログイン)] で、キーペアを選択するか、新しいキーペアを作成します。

[key pair なしで続行] を選択することもできます。

Note

このチュートリアルでは、キーペアを使用せずに続行できます。SSH を使用してインスタン
スに接続するには、キーペアを作成または使用します。

7. [ネットワーク設定] で、次の操作を行います。

[パブリック IP の自動割り当て] で、ステータスが [有効] になっていることを確認します。

• [セキュリティグループの割り当て] の横にある [新規セキュリティグループを作成] を選択します。
• SSH の行の [ソースタイプ] で、[My IP] を選択します。
• [セキュリティグループの追加] を選択し、[HTTP] を選択し、[ソースタイプ] で [My IP] を選択しま

す。
8. [Advanced Details] (高度な詳細) を展開します。IAM インスタンスプロファイルで、前の手順で作成し

た IAM ロール (例:EC2InstanceRole) を選択します。
9. [概要] の [インスタンス数] に2.. と入力します。
10. Launch instance (インスタンスの起動) を選択します。
11. [View all instances] (すべてのインスタンスの表示) を選択して確認ページを閉じ、コンソールに戻り

ます。
12. [インスタンス] ページで、起動のステータスを表示できます。インスタンスを起動すると、その初期

状態は pending です。インスタンスを起動した後は、状態が running に変わり、パブリック DNS 
名を受け取ります ([パブリック DNS] 列が表示されていない場合は、[表示/非表示] アイコンを選択し
てから、[パブリック DNS] を選択します)。

13. インスタンスに接続可能になるまでには、数分かかることがあります。インスタンスのステータス
チェックが成功していることを確認します。この情報は、[ステータスチェック] 列で確認できます。

ステップ 3: CodeDeploy でアプリケーションを作成す
る
ではアプリケーションはCodeDeploy、デプロイするコードの識別子で、名前の形式です。CodeDeployは
この名前を使用して、デプロイ中にリビジョン、デプロイ設定、および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。このチュートリアルの後半でパイプラインを作成する際、このステップ
で作成した CodeDeploy アプリケーションの名前を選択します。

まず、CodeDeploy使用するサービスロールを作成します。すでにサービスロールを作成している場合は、
別のサービスロールを作成する必要はありません。

CodeDeploy のサービスロールを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/iam/ で IAM コンソール を開きます。
2. コンソールダッシュボードで [ロール] を選択します。
3. [ロールの作成] を選択します。
4. 「信頼できるエンティティを選択」で、を選択しますAWS のサービス。[Use case] (ユースケース) 

で、[CodeDeploy] を選択します。CodeDeploy一覧にあるオプションから選択します。[Next] (次へ) 
を選択します。AWSCodeDeployRole マネージドポリシーはロールにアタッチ済みです。

5. [Next] (次へ) を選択します。
6. ロールの名前 (例: CodeDeployRole) を入力し、[ロールの作成] を選択します。
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CodeDeploy でアプリケーションを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/codedeployCodeDeploy でコンソールを開きます。
2. [アプリケーション] ページが表示されない場合は、AWSCodeDeployメニューで [アプリケーション] 

を選択します。
3. [Create application] を選択します。
4. [アプリケーション名] に、「MyDemoApplication」と入力します。
5. [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。
6. [Create application] を選択します。

CodeDeploy でデプロイグループを作成するには

1. アプリケーションが表示されるページで、[Create deployment group (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「MyDemoDeploymentGroup」と入力します。
3. [サービスロール] で、先ほど作成したサービスロールを選択します。「AWSCodeDeployのサービス

ロールを作成するで説明している信頼とアクセス許可を最低限備えた、信頼するサービスロールを使
用する必要がありますCodeDeploy。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)」を参照してください。

4. [Deployment type] (デプロイタイプ) で、[In-place] (インプレース) を選択します。
5. [環境設定] で、[Amazon EC2 インスタンス] を選択します。[名前] を [キー] フィールドに入力し、[値] 

フィールドに MyCodePipelineDemo を入力します。

Important

[Name (名前)] キーには、EC2 インスタンスの作成時にインスタンスに割り当てたのと同じ値
を選択する必要があります。インスタンスに MyCodePipelineDemo 以外のタグを付けた場
合は、ここでもそのタグを使用してください。

6. AWSSystems Manager のエージェント設定で、「今すぐ実行」を選択し、アップデートをスケジュー
ルします。これにより、インスタンスにエージェントがインストールされます。Windows インスタン
スは SSM エージェントですでに設定されており、CodeDeployエージェントで更新されます。

7. [デプロイ設定] で CodeDeployDefault.OneAtaTime を選択します。
8. [ロードバランサー] で、[ロードバランシングの有効化] ボックスが選択されていないことを確認して

ください。この例では、ロードバランサーを設定したり、ターゲットグループを選択したりする必要
はありません。チェックボックスの選択を解除すると、ロードバランサーのオプションが表示されま
せん。

9. [詳細設定] セクションでは、既定のままにしておきます。
10. [Create deployment group] (デプロイグループの作成) を選択します。

ステップ 4: CodePipeline で最初のパイプラインを作
成する
チュートリアルのこの部分では、パイプラインを作成します。サンプルは、パイプラインを通して自動的
に実行されます。

CodePipeline 自動リリースプロセスを作成するには

1. AWS Management Consoleにログインし、http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/
homeCodePipeline でコンソールを開きます。

2. [ようこそ] ページ、[Getting started (開始方法)] ページ、または [パイプライン] ページで、[パイプライ
ンの作成] を選択します。
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3. [ステップ 1: パイプラインの設定を選択する] の [パイプライン名] に「MyFirstPipeline」と入力し
ます。

Note

パイプラインに別の名前を選択した場合は、このチュートリアルの残りの部分で
MyFirstPipeline の代わりにその名前を使用してください。パイプラインを作成したら、
その名前を変更することはできません。パイプラインの名前にはいくつかの制限がある場合
があります。詳細については、「のクォータAWSCodePipeline (p. 586)」を参照してくだ
さい。

4. [Service role (サービスロール)] で、次のいずれかの操作を行います。

• [New service role (新しいサービスロール)] を選択して、CodePipeline に IAM での新しいサービス
ロールの作成を許可します。

• IAM で作成済みのサービスロールを使用するには、[Existing service role (既存のサービスロール)] 
を選択します。[ロール名] で、リストからサービスロールを選択します。

5. [詳細設定] をデフォルト設定のままにし、[次へ] を選択します。
6. [Step 2: Add source stage (ステップ 2: ソースステージの追加)] ページの [ソースプロバイダ] で、

[Amazon S3] を選択します。[バケット] に、「ステップ 1: アプリケーションの S3 バケットを作
成する (p. 40)」で作成した S3 バケットの名前を入力します。S3 オブジェクトキーで、ファイ
ルパスの有無にかかわらずオブジェクトキーを入力し、必ずファイル拡張子を含めます。たとえ
ば、SampleApp_Windows.zip の場合、次の例に示すように、サンプルファイル名を入力します。

SampleApp_Windows.zip

[次のステップ] を選択します。

[Change detection options] で、デフォルト値のままにします。これにより、AmazonCloudWatch 
EventsCodePipeline を使用して、ソースバケットの変更を検出できます。

[Next] (次へ) を選択します。
7. [Step 3: Add build stage] (ステップ 3: ビルドステージを追加する) で、[Skip build stage] (ビルドス

テージのスキップ) を選択し、もう一度 [スキップ] を選択して警告メッセージを受け入れます。[Next]
(次へ) を選択します。

8. 「ステップ 4: デプロイステージの追加」の「デプロイプロバイダー」で、を選択しま
すCodeDeploy。Region フィールドは、AWS リージョンデフォルトでパイプラインと同じになりま
す。[アプリケーション名] に MyDemoApplication を入力するか、更新ボタンを選択してリストから
そのアプリケーション名を選択します。[デプロイグループ] に「MyDemoDeploymentGroup」と入力
するか、リストからデプロイグループを選択して [次へ] を選択します。

Note

「Deploy」は、[ステップ 4: デプロイステージの追加] ステップで作成したステージにデフォ
ルトで付けられる名前です。パイプラインの最初のステージに付けられる「Source」という
名前も同様です。

9. [ステップ 5: 確認] で情報を確認し、[パイプラインの作成] を選択します。
10. パイプラインの実行が開始されます。CodePipelineサンプルがウェブページをデプロイの各 

Amazon EC2 インスタンスにデプロイしている間、進行状況と成功/失敗メッセージを表示できま
す。CodeDeploy

お疲れ様でした。シンプルなパイプラインが CodePipeline に作成されました。パイプラインには 2 つの
ステージがあります。

• [Source] という名前のソースステージ。このステージでは、S3 バケットに保存したバージョニング済み
のサンプルアプリケーションの変更を検出し、これらの変更をパイプライン内にプルします。
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• [Deploy] ステージ。このステージでは、CodeDeploy を使用して、これらの変更を EC2 インスタンスに
デプロイします。

ここで、結果を確認します。

パイプラインが正常に実行されたことを確認するには

1. パイプラインの最初の進行状況を表示します。各ステージのステータスは、[まだ実行はありません] 
から [進行中] に変わり、その後、[Succeeded (成功)] または [Failed (失敗)] のいずれかに変わりま
す。パイプラインの最初の実行は数分で完了します。

2. アクションのステータスに [Succeeded (成功)] が表示されたら、[ Deploy (デプロイ)] ステージのス
テータス領域で [Details (詳細)] を選択します。これにより、CodeDeploy コンソールが開きます。

3. [デプロイグループ] タブの [Deployment lifecycle events (デプロイライフサイクルイベント)] の下で、
インスタンス ID を選択します。これにより、EC2 コンソールが開きます。

4. [Description] タブの [Public DNS] でアドレスをコピーし、ウェブブラウザーのアドレスバーに貼り付
けます。S3 バケットにアップロードしたサンプルアプリケーションのインデックスページを表示しま
す。

Web ページが S3 バケットにアップロードしたサンプルアプリケーションのウェブページが表示され
ます。

ステージ、アクション、パイプラインの仕組みの詳細については、「CodePipeline コンセプト (p. 3)」を
参照してください。

(オプション) ステップ 5: 別のステージをパイプライン
に追加する
次に、別のステージをパイプラインに追加し、CodeDeploy を使用してステージングサーバーから
本稼働サーバーにデプロイできるようにします。まず、別のデプロイグループを CodeDeploy の 
CodePipelineDemoApplication に作成します。その後、このデプロイグループを使用するアクションを含
むステージを追加します。別のステージを追加するには、CodePipeline コンソールまたは AWS CLI を使
用して、JSON ファイルのパイプライン構造を取得し、手動で編集します。その後、update-pipeline コマ
ンドを実行して、パイプラインの変更を更新します。

トピック
• CodeDeploy で 2 番目のデプロイグループを作成する (p. 45)
• パイプラインの別のステージとしてデプロイグループを追加する (p. 46)

CodeDeploy で 2 番目のデプロイグループを作成する
Note

チュートリアルのこの部分では、2 番目のデプロイグループを作成しますが、以前と同じ 
Amazon EC2 インスタンスにデプロイします。このウォークスルーは、デモンストレーションの
みを目的としています。CodePipeline でエラーを表示する方法を示すために、意図的に失敗する
ように設計されています。

CodeDeploy で 2 番目のデプロイグループを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/codedeployCodeDeploy でコンソールを開きます。
2. [アプリケーション] を選択し、アプリケーションのリストで [MyDemoApplication] を選択します。
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3. [デプロイグループ] タブを選択して、[Create deployment group (デプロイグループの作成)] を選びま
す。

4. [Create deployment group (デプロイグループの作成)] ページの [Deployment group name (デプロイグ
ループ名)] に、2 番目のデプロイグループの名前 (たとえば、CodePipelineProductionFleet) を
入力します。

5. [サービスロール] で、最初のデプロイに使用したのと同じ CodeDeploy サービスロール (CodePipeline 
サービスロールではない) を選択します。

6. [Deployment type] (デプロイタイプ) で、[In-place] (インプレース) を選択します。
7. [環境設定] で、[Amazon EC2 インスタンス] を選択します。[名前] を [キー] ボックスから選択し、[値] 

ボックスから MyCodePipelineDemo をリストから選択します。[デプロイ設定] のデフォルト設定を
そのままにします。

8. [デプロイ設定] で、[CodeDeployDefault.OneAtaTime] を選択します。
9. [Load Balancer (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。
10. [Create deployment group] (デプロイグループの作成) を選択します。

パイプラインの別のステージとしてデプロイグループを追加する
別のデプロイグループが追加されたため、このデプロイグループを使用するステージを追加して、前に使
用したのと同じ EC2 インスタンスにデプロイできます。CodePipeline コンソールまたは AWS CLI を使用
してこのステージを追加できます。

トピック
• 3 番目のステージを追加する (コンソール) (p. 46)
• 3 番目のステージを追加する (CLI) (p. 48)

3 番目のステージを追加する (コンソール)

CodePipeline コンソールを使用して、新しいデプロイグループを使用する新しいステージを追加できま
す。このデプロイグループのデプロイ先は、すでに使用した EC2 インスタンスであるため、このステージ
のデプロイアクションは失敗します。

1. AWS Management Consoleにログインし、http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/
homeCodePipeline でコンソールを開きます。

2. [名前] で、作成したパイプラインの名前 MyFirstPipeline を選択します。
3. パイプライン詳細ページで、[編集] を選択します。
4. [Edit (編集)] ページで [+ Add stage (+ ステージの追加)] を選択して、[Deploy] ステージの直後にス

テージを追加します。
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5. [Add stage (ステージの追加)] で、[Stage name (ステージ名)] に、Production を入力します。[Add 
stage (ステージの追加)] を選択します。

6. 新しいステージで、[+ Add action group (+ アクショングループの追加)] を選択します。
7. [アクションの編集] の、[アクション名] に、Deploy-Second-Deployment を入力します。 「アク

ションプロバイダー」の「デプロイ」で、を選択しますCodeDeploy。
8. CodeDeploy セクションの [アプリケーション名] で、パイプラインの作成時と同様に、ドロップダウ

ンリストから [MyDemoApplication] を選択します。[デプロイグループ] で、先ほど作成したデプロ
イグループ CodePipelineProductionFleet を選択します。[入力アーティファクト] で、ソースア
クションから入力アーティファクトを選択します。[Save] (保存) を選択します。

9. [Edit (編集)] ページで [Save (保存)] を選択します。[パイプラインの変更を保存] で、[Save (保存)] を
選択します。

10. 新しいステージがパイプラインに追加されていますが、パイプラインの別の実行をトリガーした変
更がないため、[まだ実行はありません] というステータスが表示されます。最新のリビジョンを手動
で再度実行して、編集されたパイプラインの実行度を確認する必要があります。パイプラインの詳
細ページで、[Release change (リリースの変更)] を選択し、プロンプトが表示されたら [Release (リ
リース)] を選択します。これにより、ソースアクションで指定した各ソース場所における最新のリビ
ジョンがパイプラインで実行されます。

または、AWS CLI を使用してパイプラインを再実行するには、ローカル Linux、macOS、または 
Unix マシンのターミナルから、またはローカル Windows マシンのコマンドプロンプトから、パイプ
ラインの名前を指定して start-pipeline-execution コマンドを実行します。これにより、ソースバケッ
ト内のアプリケーションの 2 回目の実行がパイプラインで実行されます。

aws codepipeline start-pipeline-execution --name MyFirstPipeline

このコマンドは pipelineExecutionId オブジェクトを返します。
11. CodePipeline コンソールに戻り、パイプラインのリストで [MyFirstPipeline] を選択してビューページ

を開きます。
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パイプラインには、3 つのステージがあり、それらの各ステージのアーティファクトの状態が示され
ます。パイプラインがすべてのステージを実行するまでに最大 5 分かかることがあります。前回と同
じように、最初の 2 つのステージではデプロイが成功しますが、[Production (本番稼働用)] ステージ
では [Deploy-Second-Deployment (2 番目のデプロイをデプロイ)] アクションが失敗したことが示され
ます。

12. [Deploy-Second-Deployment] アクションで、[Details] を選択します。CodeDeploy デプロイのページ
にリダイレクトされます。この場合、最初のインスタンスグループがすべての EC2 インスタンスにデ
プロイされ、2 番目のデプロイグループ用のインスタンスが残っていないために失敗しています。

Note

この失敗は、パイプラインのステージにエラーがある場合にどうなるかを示すために、意図
的に起こしたものです。

3 番目のステージを追加する (CLI)

AWS CLI を使用してステージをパイプラインに追加するのは、コンソールを使用するよりも複雑ですが、
パイプラインの構造が見やすくなります。

パイプラインの 3 番目のステージを作成するには

1. ローカル Linux、macOS、または Unix マシンのターミナルセッションを開くか、ローカル Windows 
マシンのコマンドプロンプトを開き、get-pipeline コマンドを実行して、先ほど作成したパイプライン
の構造を表示します。MyFirstPipeline に対して、以下のコマンドを入力します。

aws codepipeline get-pipeline --name "MyFirstPipeline"

このコマンドは、MyFirstPipeline の構造を返します。出力の最初の部分は以下のようになります。

{ 
    "pipeline": { 
        "roleArn": "arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/AWS-CodePipeline-Service", 
        "stages": [ 
    ...     

出力の最後のパートにはパイプラインのメタデータが含まれており、次のようになります。

    ... 
        ], 
        "artifactStore": { 
            "type": "S3" 
            "location": "codepipeline-us-east-2-250656481468", 
        }, 
        "name": "MyFirstPipeline", 
        "version": 4 
    }, 
    "metadata": { 
        "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:us-east-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline", 
        "updated": 1501626591.112, 
        "created": 1501626591.112 
    }
}     

2. この構造をコピーしてプレーンテキストエディタに貼り付け、ファイルを pipeline.json として保
存します。便利なように、aws codepipeline コマンドを実行する同じディレクトリにこのファイルを
保存します。
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Note

以下のように、get-pipeline コマンドを使用して、パイプ処理で JSON をファイルに渡すこと
ができます。

aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json

3. [ Deploy (デプロイ)] ステージセクションをコピーし、最初の 2 つのステージの後に貼り付けます。こ
れはデプロイステージであるため、[ Deploy (デプロイ)] ステージと同様に、3 番目のステージのテン
プレートとして使用します。

4. ステージの名前とデプロイグループの詳細を変更します。

以下の例では、[Deploy] ステージの後に pipeline.json ファイルに追加する JSON を示しています。
強調表示された要素を新しい値で編集します。[ Deploy (デプロイ)] と [Production (本番稼働用)] のス
テージ定義を区切るには、必ずカンマを使用してください。

,
{ 
    "name": "Production", 
     "actions": [ 
        { 
         "inputArtifacts": [ 
             { 
              "name": "MyApp" 
             } 
           ], 
          "name": "Deploy-Second-Deployment", 
          "actionTypeId": { 
              "category": "Deploy", 
              "owner": "AWS", 
              "version": "1", 
              "provider": "CodeDeploy" 
              }, 
         "outputArtifacts": [], 
         "configuration": { 
              "ApplicationName": "CodePipelineDemoApplication", 
              "DeploymentGroupName": "CodePipelineProductionFleet" 
               }, 
         "runOrder": 1 
        } 
    ]
}

5. get-pipeline コマンドを使用して取得したパイプライン構造を使用している場合、JSON ファイルから
metadata 行を削除する必要があります。それ以外の場合は、update-pipeline コマンドで使用するこ
とはできません。"metadata": { } 行と、"created"、"pipelineARN"、"updated" フィール
ドを削除します。

例えば、構造から以下の行を削除します。

"metadata": {   
  "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name", 
  "created": "date", 
  "updated": "date" 
  }

ファイルを保存します。
6. 以下のようにパイプライン JSON ファイルを指定して、update-pipeline コマンドを実行します。
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aws codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json

このコマンドは、更新されたパイプラインの構造全体を返します。

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。
7. パイプラインの名前を指定して、start-pipeline-execution コマンドを実行します。これにより、ソー

スバケット内のアプリケーションの 2 回目の実行がパイプラインで実行されます。

aws codepipeline start-pipeline-execution --name MyFirstPipeline

このコマンドは pipelineExecutionId オブジェクトを返します。
8. CodePipeline コンソールを開き、パイプラインのリストから [MyFirstPipeline] を選択します。

パイプラインには、3 つのステージがあり、それらの各ステージのアーティファクトの状態が示され
ます。パイプラインがすべてのステージを実行するまでに最大 5 分かかることがあります。前回と同
じように、最初の 2 つのステージではデプロイが成功しますが、[Production] ステージでは [Deploy-
Second-Deployment] アクションが失敗したことが示されます。

9. [Deploy-Second-Deployment] アクションで、[Details] を選択すると、その失敗の詳細が表示されま
す。CodeDeploy デプロイの詳細ページにリダイレクトされます。この場合、最初のインスタンスグ
ループがすべての EC2 インスタンスにデプロイされ、2 番目のデプロイグループ用のインスタンスが
残っていないために失敗しています。

Note

この失敗は、パイプラインのステージにエラーがある場合にどうなるかを示すために、意図
的に起こしたものです。

(オプション) ステップ 6: CodePipeline でステージ間
の移行を有効または無効にする
パイプラインのステージ間の移行を有効化または無効化することができます。ステージ間の移行を無効に
すると、ステージ間の移行を手動で制御できるようになります。たとえば、パイプラインの最初の 2 つの
ステージを実行するが、本番環境にデプロイする準備ができるまで、または問題のトラブルシューティン
グ中か、そのステージが失敗するまで、3 番目のステージへの移行を無効化します。

CodePipeline パイプラインのステージ間の移行を無効/有効にするには

1. CodePipeline コンソールを開き、パイプラインのリストから [MyFirstPipeline] を選択します。
2. パイプラインの詳細ページで、第 2 段階 (デプロイ) と前のセクションで追加した第 3 段階 (実稼働) 

の間の [移行を無効化] ボタンを選択します。
3. [移行を無効にする] で、ステージ間の移行を無効にする理由を入力し、[無効化] を選択します。

ステージ間の矢印では、アイコンと色の変化、および、[移行を有効にする] ボタンが表示されます。
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4. サンプルをもう一度 S3 バケットにアップロードします。バケットのバージョニングが有効になって
いるため、この変更によってパイプラインが開始します。

5. パイプラインの詳細ページに戻り、ステージの状態を監視します。パイプラインビューでは、最初の 
2 つのステージで進行状況が示されて成功に変わりますが、3 番目のステージで変更はありません。
このプロセスには数分かかることがあります。

6. 2 つのステージの間の [移行を有効にする] ボタンを選択して、遷移を有効にします。[Enable 
transition] ダイアログボックスで、[Enable] を選択します。3 番目のステージの実行は数分で開始し、
パイプラインの最初の 2 つのステージですでに実行されているアーティファクトの処理を試みます。

Note

この 3 番目のステージを成功させるには、遷移を有効にする前に 
CodePipelineProductionFleet デプロイグループを編集し、アプリケーションのデプロイ先と
して別の一連の EC2 インスタンスを指定します。そのための方法の詳細については、「デプ
ロイグループの設定を変更する」を参照してください。追加の EC2 インスタンスを作成する
と、追加のコストが発生する場合があります。

ステップ 7: リソースをクリーンアップする
チュートリアル: 4 ステージのパイプラインを作成する (p. 61) 用にこのチュートリアルで作成したリ
ソースの一部を使用することができます。たとえば、CodeDeploy アプリケーションおよびデプロイメン
トは再利用できます。クラウド上の完全マネージド型のビルドサービスである、CodeBuild などのプロバ
イダを使用してビルドアクションを設定できます。また、Jenkins など、ビルドサーバーまたはシステム
と備えたプロバイダを使用するビルドアクションを設定することもできます。

ただし、これらのチュートリアルの完了後、これらのリソースに対する継続利用料金が発生しない
よう、使用したパイプラインおよびリソースを削除する必要があります。まずパイプラインを削除
し、CodeDeploy次にアプリケーションおよびそれに関連付けられている Amazon EC2 インスタンスを削
除します。最後に S3 バケットを削除します。

このチュートリアルで使用されているリソースをクリーンアップするには

1. CodePipelineリソースをクリーンアップするには、「パイプラインを削除する」の手順に従います
AWS CodePipeline (p. 244)。

2. CodeDeploy リソースをクリーンアップするには、「リソースをクリーンアップするには (コンソー
ル)」の手順に従います。

3. S3 バケットを削除するには、「バケットを削除するか空にする 」の手順に従います。追加のパイプ
ラインを作成しない場合は、パイプラインのアーティファクトの保存用に作成した S3 バケットを削
除します。このバケットの詳細については、「CodePipeline コンセプト (p. 3)」を参照してくださ
い。
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チュートリアル: シンプルなパイプラインを作成す
る (CodeCommit リポジトリ)

このチュートリアルでは、 CodePipeline CodeCommit リポジトリに保持されているコードを 1 つの 
Amazon EC2 インスタンスにデプロイします。 CodeCommit リポジトリに変更をプッシュすると、パイ
プラインがトリガーされます。パイプラインは、 CodeDeploy デプロイサービスとして使用して Amazon 
EC2 インスタンスに変更をデプロイします。

パイプラインには 2 つのステージがあります。

• ソースステージ (ソース) を CodeCommit 1 つ指定します。
• デプロイステージ (デプロイ) を CodeDeploy 1 つ指定します。

AWS CodePipelineで開始する最も簡単な方法は、 CodePipeline コンソールでパイプラインの作成ウィ
ザードを使用することです。

Note

開始する前に、で Git クライアントを使用するようにセットアップされていることを確認します 
CodeCommit。手順については、「 CodeCommit のセットアップ」を参照してください。

ステップ 1: CodeCommit レポジトリを作成する
まず、でリポジトリを作成します CodeCommit。パイプラインを実行すると、このリポジトリからソース
コードが取得されます。また、リポジトリにプッシュする前に、 CodeCommit コードを管理および更新す
るローカルリポジトリも作成します。

CodeCommit リポジトリを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/codecommit/ CodeCommit  でコンソールを開きます。
2. リージョンセレクタから、AWS リージョンリポジトリとパイプラインを作成する場所を選択します。

詳細については、AWS リージョン およびエンドポイントを参照してください。
3. [Repositories (リポジトリ)] ページで、[Create repository (リポジトリの作成)] を選択します。
4. [リポジトリの作成] ページの [リポジトリ名] に、新しいリポジトリの名前を入力します (例:

MyDemoRepo)。
5. [作成] を選択します。

Note

このチュートリアルの残りのステップでは、 CodeCommit リポジトリの名前としてを使用しま
すMyDemoRepo。別の名前を選択した場合は、このチュートリアル全体でそれを使用してくださ
い。

ローカルリポジトリをセットアップするには

このステップでは、ローカルリポジトリをセットアップしてリモート CodeCommit リポジトリに接続しま
す。

Note

ローカルリポジトリを設定する必要はありません。ステップ 2: CodeCommit レポジトリにサンプ
ルコードを追加する (p. 53) の説明に従って、コンソールを使用してファイルをアップロード
することもできます。
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1. コンソールで新しいリポジトリを開き、ページの右上にある [URL のクローンを作成] を選択してか
ら、[SSH のクローンを作成] を選択します。Git リポジトリのクローンを作成するアドレスがクリッ
プボードにコピーされます。

2. ターミナルまたはコマンドラインで、ローカルリポジトリを保存するローカルディレクトリに移動し
ます。このチュートリアルでは、/tmp を使用します。

3. 次のコマンドを実行してリポジトリをクローンし、SSH アドレスを前のステップでコピーしたものに
置き換えます。このコマンドは、MyDemoRepo という名前のディレクトリを作成します。サンプルア
プリケーションをこのディレクトリにコピーします。

git clone ssh://git-codecommit.us-west-2.amazonaws.com/v1/repos/MyDemoRepo

ステップ 2: CodeCommit レポジトリにサンプルコー
ドを追加する
このステップでは、 CodeDeployサンプルウォークスルー用に作成されたサンプルアプリケーションの
コードをダウンロードし、 CodeCommit リポジトリに追加します。

1. 次のファイルをダウンロードしてください:SampleApp_Linux.zip
2. ファイルを SampleApp_Linux.zip から以前に作成したローカルディレクトリ (たとえば、/tmp/

MyDemoRepoまたはc:\temp\MyDemoRepo) に解凍します。

それらのファイルはローカルリポジトリに直接配置してください。SampleApp_Linux フォルダーは
含めないでください。例えば、ローカルの Linux、macOS、Unix マシンでは、ディレクトリとファイ
ルの階層は次のようになります。

/tmp 
   #-- MyDemoRepo 
       #-- appspec.yml 
       #-- index.html 
       #-- LICENSE.txt 
       #-- scripts 
           #-- install_dependencies 
           #-- start_server 
           #-- stop_server

3. リポジトリにファイルをアップロードするには、次のいずれかの方法を使用します。

a. CodeCommit コンソールを使用してファイルをアップロードするには:

i. CodeCommit コンソールを開き、リポジトリリストから自分のリポジトリを選択します。
ii. [Add file]、[Upload file] の順に選択します。
iii. [ファイルの選択] を選択し、ファイルを参照します。フォルダにファイルを追加するに

は、ファイルの作成 を選択してから、scripts/install_dependencies のようなファイ
ル名でフォルダ名を入力します。ファイルの内容を新しいファイルに貼り付けます。

ユーザー名とメールアドレスを入力して、変更をコミットします。

[Commit changes] (変更のコミット) を選択します。
iv. ファイルごとにこの手順を繰り返します。

リポジトリの内容は次のようになります。
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       #-- appspec.yml 
       #-- index.html 
       #-- LICENSE.txt 
       #-- scripts 
           #-- install_dependencies 
           #-- start_server 
           #-- stop_server

b. git コマンドを使用してファイルをアップロードするには:

i. ディレクトリをローカルリポジトリに変更する:

(For Linux, macOS, or Unix) cd /tmp/MyDemoRepo
(For Windows) cd c:\temp\MyDemoRepo

ii. 以下のコマンドを実行して、すべてのファイルを一度にステージングします。

git add -A

iii. 以下のコマンドを実行して、コミットメッセージによりファイルをコミットします。

git commit -m "Add sample application files"

iv. 以下のコマンドを実行して、ローカルリポジトリから CodeCommit リポジトリにファイルを
プッシュします。

git push

4. ダウンロードしてローカルリポジトリに追加したファイルは、main CodeCommit MyDemoRepoリポ
ジトリ内のブランチに追加され、パイプラインに含める準備ができています。

ステップ 3: Amazon EC2 Linux CodeDeploy インスタ
ンスを作成およびインストールする
このステップでは、サンプルアプリケーションをデプロイする Amazon EC2 インスタンスを作成します。
このプロセスの一環として、 CodeDeploy インスタンスへのエージェントのインストールと管理を可能に
するインスタンスロールを作成します。 CodeDeploy エージェントは、 CodeDeploy デプロイでインスタ
ンスを使用できるようにするソフトウェアパッケージです。また、インスタンスがアプリケーションのデ
プロイに使用するファイルを読込み許可し、SSM によるインスタンスの管理を許可するポリシーもアタッ
チします。 CodeDeploy

インスタンスロールを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/iam/ で IAM コンソール を開きます。
2. コンソールダッシュボードで [ロール] を選択します。
3. [ロールの作成] を選択します。
4. 「信頼できるエンティティのタイプを選択」で、を選択しますAWS のサービス。ユースケースの

選択 で、EC2 を選択します。[Select your use case (ユースケースを選択)] で、[EC2] を選択しま
す。[Next: Permissions] (次のステップ: アクセス許可) を選択します。

5. という名前のポリシーを検索して選択しますAmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy。
6. という名前のポリシーを検索して選択しますAmazonSSMManagedInstanceCore。[Next: Tags] (次

のステップ: タグ) を選択します。
7. [Next: Review] (次のステップ: レビュー) を選択します。ロールの名前を入力します (例:

EC2InstanceRole)。
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Note

次のステップのロール名をメモしておきます。このロールは、インスタンスの作成時に選択
します。

[ロールの作成] を選択します。

インスタンスを起動するには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. サイド・ナビゲーションから「インスタンス」を選択し、ページ上部の「インスタンスの起動」を選

択します。
3. [名前] に「MyCodePipelineDemo」と入力します。これにより、インスタンスに Key ofName という

タグとタグ Value ofMyCodePipelineDemo が割り当てられます。後で、このインスタンスにサンプ
ルアプリケーションをデプロイするアプリケーションを作成します。 CodeDeploy CodeDeployタグに
基づいてデプロイするインスタンスを選択します。

4. [アプリケーションとOSイメージ (Amazonマシンイメージ)] で、AWSロゴの付いた Amazon Linux 
AMI オプションを探し、選択されていることを確認します。(この AMI は Amazon Linux 2 AMI (HVM) 
と呼ばれ、「無料利用枠対象」というラベルが付けられています。)

5. [インスタンスタイプ] で、t2.microインスタンスのハードウェア構成として無料利用枠の対象タイ
プを選択します。

6. key pair (ログイン) で、キーペアを選択するか、キーペアを作成します。

[Proceed without a key pair] (キーペアなしで続行) も選択できます。

Note

このチュートリアルでは、キーペアを使用せずに続行できます。SSH を使用してインスタン
スに接続するには、キーペアを作成または使用します。

7. [Network settings] (ネットワーク設定) で、次の操作を行います。

「パブリックIPの自動割り当て」で、ステータスが「有効」になっていることを確認します。

• [セキュリティグループの割り当て] の横にある [新規セキュリティグループを作成] を選択します。
• SSH の行の [ソースタイプ] で、[My IP] を選択します。
• [セキュリティグループの追加] を選択し、[HTTP] を選択し、[ソースタイプ] で [My IP] を選択しま

す。
8. 詳細情報を展開してください。IAM インスタンスプロファイルで、前の手順で作成した IAM ロール 

(例:EC2InstanceRole) を選択します。
9. [概要] の [インスタンス数] に1.. と入力します。
10. Launch instance (インスタンスの起動) を選択します。
11. [インスタンス] ページで、起動のステータスを表示できます。インスタンスを起動すると、その初期

状態は pending です。インスタンスを起動した後は、状態が running に変わり、パブリック DNS 
名を受け取ります ([パブリック DNS] 列が表示されていない場合は、[表示/非表示] アイコンを選択し
てから、[パブリック DNS] を選択します)。

ステップ 4: CodeDeploy でアプリケーションを作成す
る
では CodeDeploy、アプリケーションとは、デプロイするソフトウェアアプリケーションを含むリソー
スです。後で、 CodePipeline このアプリケーションをとともに使用して、サンプルアプリケーションの 
Amazon EC2 インスタンスへのデプロイを自動化します。
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まず、 CodeDeploy デプロイを実行できるロールを作成します。次に、 CodeDeploy アプリケーションを
作成します。

CodeDeploy サービスロールを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/iam/ で IAM コンソール を開きます。
2. コンソールダッシュボードで [ロール] を選択します。
3. [ロールの作成] を選択します。
4. [信頼できるエンティティを選択] で、を選択しますAWS のサービス。[Use case] (ユースケース) 

で、[CodeDeploy] を選択します。CodeDeploy一覧にあるオプションから選択します。[Next] (次へ) 
を選択します。AWSCodeDeployRole マネージドポリシーはロールにアタッチ済みです。

5. [Next] (次へ) を選択します。
6. ロールの名前 (例: CodeDeployRole) を入力し、[ロールの作成] を選択します。

でアプリケーションを作成するには CodeDeploy

1. https://console.aws.amazon.com/codedeploy CodeDeploy  でコンソールを開きます。
2. [アプリケーション] ページが表示されない場合は、メニューから [アプリケーション] を選択します。
3. [Create application] を選択します。
4. [アプリケーション名] に、「MyDemoApplication」と入力します。
5. [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。
6. [Create application] を選択します。

でデプロイグループを作成するには CodeDeploy

デプロイグループは、デプロイ先のインスタンスやデプロイの速度など、デプロイ関連の設定を定義する
リソースです。

1. アプリケーションが表示されるページで、[Create deployment group (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「MyDemoDeploymentGroup」と入力します。
3. 「サービスロール」で、以前に作成したサービスロール (例:CodeDeployRole) を選択します。
4. [Deployment type] (デプロイタイプ) で、[In-place] (インプレース) を選択します。
5. [環境設定] で、[Amazon EC2 インスタンス] を選択します。キー フィールドに Name と入力しま

す。値 フィールドに、(MyCodePipelineDemo のような) インスタンスのタグ付けに使用した名前を
入力します。

6. AWSSystems Manager によるエージェント設定で、[今すぐアップデートをスケジュールする] を選択
します。これにより、インスタンスにエージェントがインストールされます。Linux インスタンスは
すでに SSM エージェントを使用して設定されており、 CodeDeploy 今後はエージェントを使用して
更新されます。

7. [デプロイ設定] で、[CodeDeployDefault.OneAtaTime] を選択します。
8. ロードバランサー で、ロードバランシングの有効化 が選択されていないことを確認します。この例で

は、ロードバランサーを設定したり、ターゲットグループを選択したりする必要はありません。
9. [Create deployment group] (デプロイグループの作成) を選択します。

ステップ 5: CodePipeline で最初のパイプラインを作
成する
これで、最初のパイプラインを作成および実行する準備ができました。このステップでは、 CodeCommit 
コードがリポジトリにプッシュされたときに自動的に実行されるパイプラインを作成します。
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CodePipeline パイプラインを作成するには

1. にサインインしてAWS Management Console、http://console.aws.amazon.com/codesuite/
codepipeline/home CodePipeline  でコンソールを開きます。

https://console.aws.amazon.com/codepipeline/ CodePipeline  でコンソールを開きます。
2. [パイプラインの作成] を選択します。
3. [ステップ 1: パイプラインの設定を選択する] の [パイプライン名] に「MyFirstPipeline」と入力し

ます。
4. [サービスロール] で、[新しいサービスロール] を選択し、IAM CodePipeline でのサービスロールの作

成を許可します。
5. [詳細設定] をデフォルト設定のままにし、[次へ] を選択します。
6. [Step 2: Add source stage (ステップ 2: ソースステージの追加)] の [ソースプロバイダ] で、

[CodeCommit] を選択します。リポジトリ名で、 CodeCommit で作成したリポジトリの名前を選択し
ますステップ 1: CodeCommit レポジトリを作成する (p. 52)。[ブランチ名] で、[main] を選択し、
[次のステップ] を選択します。

リポジトリ名とブランチを選択した後、このパイプライン用に作成される Amazon CloudWatch 
Events ルールがメッセージに表示されます。

[Change detection options] で、デフォルト値のままにします。これにより、Amazon CloudWatch 
Events CodePipeline を使用して、ソースリポジトリの変更を検出できます。

[Next] (次へ) を選択します。
7. [Step 3: Add build stage] (ステップ 3: ビルドステージを追加する) で、[Skip build stage] (ビルドス

テージのスキップ) を選択し、もう一度 [スキップ] を選択して警告メッセージを受け入れます。[Next]
(次へ) を選択します。

Note

このチュートリアルでは、ビルドサービスを必要としないコードをデプロイするため、この
ステップは省略できます。ただし、インスタンスにデプロイする前にソースコードをビルド
する必要がある場合は、このステップで CodeBuild を設定できます。

8. [Step 4: Add deploy stage (ステップ 4: デプロイステージの追加)] の [デプロイプロバイダ] で、
[CodeDeploy] を選択します。[アプリケーション名] に、「MyDemoApplication」を選択します。
[デプロイグループ] で、[MyDemoDeploymentGroup]、[次のステップ] の順に選択します。

9. [ステップ 5: 確認] で情報を確認し、[パイプラインの作成] を選択します。
10. パイプラインは、作成後に実行を開始します。 CodeCommitリポジトリからコードをダウンロード

し、EC2 CodeDeploy インスタンスへのデプロイを作成します。 CodePipeline サンプルがデプロイで 
Amazon EC2 インスタンスにウェブページをデプロイするときに、 CodeDeploy 進行状況と成功およ
び失敗メッセージを表示できます。
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お疲れ様でした。でシンプルなパイプラインを作成しました CodePipeline。

次に、結果を確認します。

パイプラインが正常に実行されたことを確認するには

1. パイプラインの最初の進行状況を表示します。各ステージのステータスは、[まだ実行はありません] 
から [進行中] に変わり、その後、[Succeeded (成功)] または [Failed (失敗)] のいずれかに変わりま
す。パイプラインの最初の実行は数分で完了します。

2. パイプラインのステータスに [Succeeded] が表示されたら、Deploy ステージのステータス領域でを選
択しますCodeDeploy。 CodeDeploy コンソールが開きます。[成功] が表示されない場合は、「トラブ
ルシューティング CodePipeline (p. 406)」を参照してください。

3. [Deployments (デプロイ)] タブで、デプロイ ID を選択します。デプロイのページの [Deployment 
lifecycle events (デプロイライフサイクルイベント)] で、インスタンス ID を選択します。これによ
り、EC2 コンソールが開きます。

4. [説明] タブの [パブリック DNS] でアドレス (例: ec2-192-0-2-1.us-
west-2.compute.amazonaws.com) をコピーし、ウェブブラウザのアドレスバーに貼り付けます。

CodeCommit ダウンロードおよびリポジトリにプッシュしたサンプルアプリケーションのウェブペー
ジが表示されます。

ステージ、アクション、パイプラインの仕組みの詳細については、「CodePipeline コンセプト (p. 3)」を
参照してください。
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ステップ 6: CodeCommit レポジトリ内のコードを変
更する
CodeCommit リポジトリのコードが変更されるとパイプラインが実行されるように設定されています。
このステップでは、 CodeDeploy CodeCommit リポジトリ内のサンプルアプリケーションの一部である 
HTML ファイルに変更を加えます。これらの変更をプッシュすると、パイプラインが再度実行され、変更
内容は先ほどアクセスしたウェブアドレスに表示されます。

1. ディレクトリをローカルリポジトリに変更する:

(For Linux, macOS, or Unix) cd /tmp/MyDemoRepo
(For Windows) cd c:\temp\MyDemoRepo

2. 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。

(For Linux or Unix)gedit index.html
(For OS X)open –e index.html
(For Windows)notepad index.html

3. index.html ファイルのコンテンツを変更して、背景色およびウェブページのテキストの一部を変更
してから、ファイルを保存します。

<!DOCTYPE html>
<html>
<head> 
  <title>Updated Sample Deployment</title> 
  <style> 
    body { 
      color: #000000; 
      background-color: #CCFFCC; 
      font-family: Arial, sans-serif;   
      font-size:14px; 
    } 
         
    h1 { 
      font-size: 250%; 
      font-weight: normal; 
      margin-bottom: 0; 
    } 
     
    h2 { 
      font-size: 175%; 
      font-weight: normal; 
      margin-bottom: 0; 
    } 
  </style>
</head>
<body> 
  <div align="center"><h1>Updated Sample Deployment</h1></div> 
  <div align="center"><h2>This application was updated using CodePipeline, CodeCommit, 
 and CodeDeploy.</h2></div> 
  <div align="center"> 
    <p>Learn more:</p>  
    <p><a href="https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/
userguide/">CodePipeline User Guide</a></p> 
    <p><a href="https://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/userguide/">CodeCommit 
 User Guide</a></p> 
    <p><a href="https://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/">CodeDeploy 
 User Guide</a></p> 
  </div>
</body>
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</html>

4. 次のコマンドを一度に 1 CodeCommit つずつ実行して、変更をコミットおよびプッシュします。

git commit -am "Updated sample application files"

git push

パイプラインが正常に実行されたことを確認するには

1. パイプラインの最初の進行状況を表示します。各ステージのステータスは、[まだ実行はありません] 
から [進行中] に変わり、その後、[Succeeded (成功)] または [Failed (失敗)] のいずれかに変わりま
す。パイプラインの実行は数分以内に完了します。

2. アクションステータスが [成功] と表示されたら、ブラウザで先ほどアクセスしたデモページを更新し
ます。

更新された Web ページが表示されます。

ステップ 7: リソースをクリーンアップする
このガイドの他のチュートリアルでは、このチュートリアルで作成したリソースの一部を使用できます。
たとえば、 CodeDeploy アプリケーションとデプロイメントは再利用できます。ただし、これらのチュー
トリアルの完了後、これらのリソースに対する継続利用料金が発生しないよう、使用したパイプラインお
よびリソースを削除する必要があります。最初にパイプラインを削除し、 CodeDeploy 次にアプリケー
ションとそれに関連する Amazon EC2 インスタンスを削除し、 CodeCommit最後にリポジトリを削除しま
す。

このチュートリアルで使用されているリソースをクリーンアップするには

1. CodePipeline リソースをクリーンアップするには、の「パイプラインの削除」の手順に従ってくださ
いAWS CodePipeline (p. 244)。

2. CodeDeploy リソースをクリーンアップするには、デプロイのチュートリアルリソースのクリーン
アップの手順に従います。

3. リポジトリを削除するには、「 CodeCommit リポジトリの削除」の指示に従います。 CodeCommit

ステップ 8: 詳細情報
CodePipeline の動作の詳細について説明します。

• ステージ、アクション、パイプラインの仕組みの詳細については、「CodePipeline コンセプト (p. 3)」
を参照してください。

• を使用して実行できるアクションについては CodePipeline、を参照してくださいCodePipeline アクショ
ンタイプとの統合 (p. 20)。

• この詳細なチュートリアル「チュートリアル: 4 ステージのパイプラインを作成する (p. 61)」をお試
しください。デプロイ前にコードをビルドする手順を含むマルチステージパイプラインが作成されま
す。
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チュートリアル: 4 ステージのパイプラインを作成
する

これで、「チュートリアル: シンプルなパイプラインを作成する (S3 バケット) (p. 39)」または「チュー
トリアル: シンプルなパイプラインを作成する (CodeCommit リポジトリ) (p. 52)」に最初のパイプラ
インが作成されたため、より複雑なパイプラインを作成できるようになりました。このチュートリアルで
は、4 ステージパイプラインを作成する方法について説明します。このパイプラインでは、ソースとして 
GitHub 1 ステージパイプラインを作成する方法について説明します。このパイプラインでは、ソースとし
て 1 ステージパイプラインを使用し、プロジェクトをビルドするための Jenkins ビルドサーバーおよびビ
ルドしたコードをステージングサーバーにデプロイするための CodeDeploy アプリケーションを使用しま
す。次の図は、最初の 3 ステージパイプラインを示しています。

パイプラインが作成されたら、これを編集して、テストアクションを含むステージを追加してコードをテ
ストします。この際、Jenkins も使用します。

このパイプラインを作成する前に、必要なリソースを設定する必要があります。例えば、 GitHub ソース
コードにリポジトリを使用する場合は、パイプラインに追加する前にリポジトリを作成する必要がありま
す。このチュートリアルでは、セットアップの一部として EC2 インスタンスに Jenkins を設定する方法を
デモ目的で示します。

Important

この手順でパイプラインに追加するアクションの多くは、AWS パイプラインを作成する前に作成
する必要があるリソースを含んでいます。AWS ソースアクションのリソースは、パイプラインを
作成するときは、常に同じ AWS リージョンに作成する必要があります。例えば、米国東部 (オハ
イオ) リージョンにパイプラインを作成している場合、 CodeCommit リポジトリは米国東部 (オハ
イオ) リージョンにある必要があります。
パイプラインを作成するときにクロスリージョンアクションを追加できます。クロスリージョ
ンアクションの AWS リソースはアクションを実行する予定の AWS リージョンと同じである
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ことが必要です。詳細については、「CodePipeline でクロスリージョンアクションを追加す
る (p. 365)」を参照してください。

このチュートリアルを開始するには、「CodePipeline の開始方法 (p. 16)」の一般的な前提条件を満たして
いる必要があります。

トピック
• ステップ 1: の前提条件を満たす (p. 62)
• ステップ 2: CodePipeline でパイプラインを作成する (p. 65)
• ステップ 3: パイプラインに別のステージを追加する (p. 65)
• ステップ 4: リソースをクリーンアップする (p. 68)

ステップ 1: の前提条件を満たす
JenkinsAWS CodePipeline と統合するには、使用したい Jenkins のインスタンスに Jenkins CodePipeline 
プラグインをインストールする必要があります CodePipeline。また、専用の IAM ユーザーまたはロールを
設定して、Jenkins プロジェクトとの間でアクセス権限を使用する必要があります CodePipeline。Jenkins 
を統合する最も簡単な方法としては、 CodePipeline Jenkins の統合用に作成した IAM インスタンスロール
を使用する EC2 インスタンスに Jenkins をインストールします。Jenkins アクション用のパイプラインの
リンクを正常に接続するには、Jenkins プロジェクトで使用するポートへのインバウンド接続を許可する
ように、サーバーまたは EC2 インスタンスのプロキシおよびファイアウォール設定を構成する必要があり
ます。これらのポートに接続する前に、Jenkins でユーザーを認証してアクセス制御するように設定され
ていることを確認します (HTTPS 接続のみ使用できるように Jenkins のセキュリティを確保するには 443 
および 8443、HTTP 接続できるようにするには 80 および 8080)。詳細については、「Jenkins のセキュリ
ティ確保」を参照してください。

Note

このチュートリアルでは、コードサンプルを使用して、Haml から HTML に変換するビルドス
テップを設定します。の手順に従って、 GitHub リポジトリからオープンソースのサンプルコー
ドをダウンロードできます GitHub サンプルをリポジトリにコピーまたは複製する (p. 62)。 
GitHub リポジトリには、.zip ファイルだけでなく、サンプル全体が必要になります。
このチュートリアルでは、以下を前提としています。

• Jenkins のインストールと管理および Jenkins プロジェクトの作成に慣れている
• Ruby の Rake と Haml gem が、同一コンピュータ、または Jenkins プロジェクトをホストする

インスタンス上にインストールされていること。
• Rake コマンドを端末またはコマンドラインから実行できるように、必要なシステム環境変数が

設定されていること (例えば、Windows システムで、Rake をインストールしたディレクトリが
追加されるように PATH 変数を変更する)。

トピック
• GitHub サンプルをリポジトリにコピーまたは複製する (p. 62)
• Jenkins 統合に使用する IAM ロールを作成する (p. 63)
• Jenkins および Jenkins CodePipeline 用プラグインのインストールと設定 (p. 63)

GitHub サンプルをリポジトリにコピーまたは複製する
GitHub サンプルを複製してリポジトリにプッシュするには

1. リポジトリからサンプルコードをダウンロードするか、 GitHub リポジトリをローカルコンピュータ
に複製します。2 つのサンプルパッケージがあります。
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• サンプルを Amazon Linux、RHEL、または Ubuntu Server インスタンスにデプロイする場合は、
[codepipeline-jenkins-aws-codedeploy_linux.zip] を選択します。

• サンプルを Windows Server インスタンスにデプロイする場合は、CodePipeline-Jenkins-
AWSCodeDeploy_Windows .zip を選択します。

2. リポジトリから、[Fork] を選択してサンプルリポジトリを Github アカウントのレポジトリに複製しま
す。詳細については、「GitHub ドキュメント」を参照してください。

Jenkins 統合に使用する IAM ロールを作成する
ベストプラクティスとして、EC2 インスタンスを起動して Jenkins サーバーをホストし、IAM 
CodePipeline ロールを使用してインスタンスに操作に必要なアクセス許可をインスタンスに付与すること
を検討します。

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

2. IAM コンソールのナビゲーションペインで、[ロール]、[ロールを作成する] の順に選択します。
3. [Select type of trusted entity] (信頼されたエンティティの種類を選択) で、[AWS のサービス] を選択し

ます。[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)] で、[EC2] を
選択します。[Select your use case (ユースケースを選択)] で、[EC2] を選択します。

4. [Next: Permissions] (次のステップ: アクセス許可) を選択します。[Attach permissions policies (アク
セス許可ポリシーをアタッチする)] ページで、AWSCodePipelineCustomActionAccess 管理ポリ
シーを選択し、次に、[Next: Tags (次の手順: タグ)] を選択します。[Next: Review] (次のステップ: レ
ビュー) を選択します。

5. [確認] ページの [ロール名] に、Jenkins の統合専用として作成するロールの名前 (JenkinsAccess な
ど) を入力し、[ロールの作成] を選択します。

Jenkins をインストールする先の EC2 インスタンスを作成する場合は、「ステップ 3: インスタンスの詳細
を設定する」で、インスタンスロール (JenkinsAccess など) を必ず選択します。

インスタンスロールおよび Amazon EC2 の詳細については、「Amazon EC2 の IAM ロール」、「Amazon 
EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに IAMAWS のサービス ロールを使用してアクセス許可
を付与する」、「にアクセス許可を委任するロールの作成」

Jenkins および Jenkins CodePipeline 用プラグインのインストー
ルと設定
Jenkins および Jenkins 用 CodePipeline プラグインのインストールをするには

1. Jenkins をインストールする先の EC2 インスタンスを作成し、「ステップ 3: インスタンスの詳細を設
定する」で、作成したインスタンスロール (JenkinsAccess など) を必ず選択します。EC2 インスタ
ンス作成の詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の 「Amazon EC2 インスタンスの起
動」を参照してください。

Note

使用する Jenkins リソースがすでにある場合は、特別な IAM ユーザーを作成し、その
ユーザーに AWSCodePipelineCustomActionAccess 管理ポリシーを適用してか
ら、Jenkins リソースに対してそのユーザーのアクセス認証情報を設定して使用する
必要があります。Jenkins UI を使用して認証情報を指定する場合は、HTTPS のみを
許可するように Jenkins を設定します。詳細については、「トラブルシューティング 
CodePipeline (p. 406)」を参照してください。
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2. EC2 インスタンスに Jenkins をインストールします。詳細については、Jenkins のドキュメントの
「Jenkins のインストール」と「Jenkins の開始とアクセス」のほか、「 を製品やサービスと統合す
るCodePipeline (p. 20)」の「details of integration with Jenkins (p. 25)」を参照してください。

3. Jenkins を起動し、ホーム ページで [Manage Jenkins] (Jenkins の管理) を選択します。
4. [Jenkins の管理] ページで、[プラグインの管理] を選択します。
5. [Available] タブを選択し、[Filter] 検索ボックスに「AWS CodePipeline」と入力します。リストから 

[CodePipeline Plugin for Jenkins] を選択し、次に [ダウンロードして再起動後にインストール] を選択
します。

6. [プラグイン/アップグレードのインストール] ページで、[インストール完了後、実行中のジョブがなけ
れば Jenkins を再起動する] を選択します。

7. [ダッシュボードに戻る] を選択します。
8. メインページで、[New Item] (新しい項目) を選択します。
9. [アイテム名] に、Jenkins プロジェクトの名前 (例:MyDemoProject) を入力します。[Freestyle 

project] (フリースタイルプロジェクト)、[OK] の順に選択します。

Note

プロジェクトの名前が CodePipeline の要件を満たしていることを確認します。詳細について
は、「のクォータAWSCodePipeline (p. 586)」を参照してください。

10. プロジェクトの設定ページで、[Execute concurrent builds if necessary] (必要な場合に複数のビルド
を並列実行する) チェックボックスをオンにします。[ソースコードの管理] で、[AWS CodePipeline] 
を選択します。EC2 インスタンスに Jenkins をインストールして、と Jenkins の統合用に作成した 
IAMAWS CLI ユーザーのプロファイルを使用してを設定した場合は、他のすべてのフィールドを空の
ままにします。 CodePipeline

11. 「Advanced」を選択し、「Provider」に、表示されるアクションのプロバイダーの名前 CodePipeline 
(例:MyJenkinsProviderName) を入力します。この名前が一意で覚えやすいものであることを確認
します。このチュートリアルの後半でパイプラインにビルドアクションを追加するときと、テストア
クションを追加するときに使用します。

Note

このアクション名は、 CodePipeline のアクションの命名要件を満たしている必要がありま
す。詳細については、「のクォータAWSCodePipeline (p. 586)」を参照してください。

12. [Build Triggers] (トリガーのビルド) で、チェックボックスをすべてオフにし、[Poll SCM] (SCM の
ポーリング) を選択します。[Schedule] に、以下のようにスペースで区切ってアスタリスクを 5 つ入
力します。

* * * * *

これは 1 CodePipeline 分ごとに 1 分ごとにポーリングを行います。
13. [ビルド] で、[Add build step] (ビルドステップの追加) を選択します。[シェルの実行] (Amazon 

Linux、RHEL、または Ubuntu Server) [バッチコマンドの実行] (Windows Server) を選択し、次のよう
に入力します。

rake

Note

rake の実行に必要な変数と設定が環境で定義されていることを確認します。定義されていな
いと、ビルドは失敗します。

14. [ビルド後のアクションを追加] を選択し、[AWS CodePipeline パブリッシャー] を選択します。[Add] 
を選択し、[Build Output Locations] でこの場所は空白のままにします。この設定はデフォルトです。
ビルドプロセスの最後に圧縮ファイルが作成されます。

API バージョン 2015-07-09
64

https://www.jenkins.io/doc/book/installing/linux/
https://wiki.jenkins.io/JENKINS/Starting-and-Accessing-Jenkins.html


AWS CodePipeline ユーザーガイド
パイプラインを作成する

15. [保存] を選択して、Jenkins プロジェクトを保存します。

ステップ 2: CodePipeline でパイプラインを作成する
チュートリアルのこの部分では、[Create Pipeline] ウィザードを使用してパイプラインを作成します。

CodePipeline 自動リリースプロセスを作成するには

1. にサインインしてAWS Management Console、http://console.aws.amazon.com/codesuite/
codepipeline/home CodePipeline  でコンソールを開きます。

2. 必要に応じて、リージョンセレクターを使用し、パイプラインリソースの配置先のリージョンに切り
替えます。例えば、前のチュートリアルでリソースを us-east-2 に作成した場合は、リージョンセ
レクターを必ず米国東部 (オハイオ) に設定します。

で使用できるリージョンとエンドポイントの詳細については CodePipeline、「AWS CodePipelineエ
ンドポイントとクォータ」を参照してください。

3. [ようこそ] ページ、[Getting started (開始方法)] ページ、または [パイプライン] ページで、[パイプライ
ンの作成] を選択します。

4. [Step 1: Choose pipeline settings (ステップ 1: パイプラインの設定の選択)] ページで、[パイプライン
名] にパイプラインの名前を入力します。

5. サービスロールで、新しいサービスロールを選択して、IAM CodePipeline でのサービスロールの作成
を許可します。

6. [詳細設定] をデフォルト設定のままにし、[次へ] を選択します。
7. 「ステップ 2: ソースステージの追加」ページの「ソースプロバイダー」で、を選択しますGitHub。
8. 接続 で、既存の接続を選択するか、新規の接続を作成します。 GitHub ソースアクション用の接続を

作成または管理するには、を参照してくださいGitHub 接続 (p. 196)。
9. [Step 3: Add build stage (ステップ 3: ビルドステージの追加)] で、[Jenkins の追加] を選択しま

す。[プロバイダー名] で、Jenkins CodePipeline プラグインで指定したアクションの名前 (など
MyJenkinsProviderName) を入力します。この名前は、Jenkins CodePipeline プラグインの名前と
正確に一致する必要があります。[サーバー URL] に、Jenkins がインストールされている EC2 インス
タンスの URL を入力します。[プロジェクト名] に、Jenkins で作成したプロジェクトの名前 (など) を
入力しMyDemoProject、[次へ] を選択します。

10. [ステップ 4: デプロイステージを追加する] では、 CodeDeploy チュートリアル: シンプルなパイプ
ラインを作成する (S3 バケット) (p. 39)で作成したアプリケーションおよびデプロイグループを
再利用します。[デプロイプロバイダ] で、[CodeDeploy] を選択します。[アプリケーション名] に
「CodePipelineDemoApplication」と入力するか、更新ボタンを選択してリストからアプリケー
ション名を選択します。[デプロイグループ] に「CodePipelineDemoFleet」と入力するか、リスト
からデプロイグループを選択して [次へ] を選択します。

Note

CodeDeploy 独自のリソースを使用することも、新しいリソースを作成することもできます
が、追加のコストが発生する場合があります。

11. [ステップ 5: 確認] で情報を確認し、[パイプラインの作成] を選択します。
12. パイプラインが自動的に開始され、パイプラインによりサンプルが実行されます。パイプラインが 

Haml サンプルを HTML にビルドし、それをデプロイの各 Amazon EC2 インスタンスにウェブページ
としてデプロイしている間、進行状況と成功/失敗メッセージを表示できます。 CodeDeploy

ステップ 3: パイプラインに別のステージを追加する
次に、テストステージ、テストアクションの順で、サンプルに含まれている Jenkins テストを使用するス
テージに追加し、ウェブページにコンテンツが含まれているかどうかを確認します。このテストは、デモ
ンストレーションのみを目的としています。
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Note

他のステージをパイプラインに追加しない場合は、パイプラインのステージ (Staging) へテストア
クションを追加します。その前後にデプロイアクションを行います。

パイプラインにテストステージを追加する
トピック

• インスタンスの IP アドレスを検索する (p. 66)
• デプロイのテスト用に Jenkins プロジェクトを作成する (p. 66)
• 4 番目のステージを作成する  (p. 67)

インスタンスの IP アドレスを検索する

コードをデプロイしたインスタンスの IP アドレスを確認するには

1. パイプラインのステータスが "Succeeded" と表示されたら、[Staging] ステージのステータス領域で 
[詳細] を選択します。

2. [デプロイの詳細] (デプロイの詳細) セクションの [インスタンス ID] で、正常にデプロイされたいずれ
かのインスタンスの ID を選択します。

3. インスタンスの IP アドレス (192.168.0.4 など) をコピーします。この IP アドレスは Jenkins テス
トで使用します。

デプロイのテスト用に Jenkins プロジェクトを作成する

Jenkins プロジェクトを作成するには

1. Jenkins をインストールしたインスタンスで、Jenkins を開き、メインページから [New Item] (新しい
項目) を選択します。

2. [アイテム名] に、Jenkins プロジェクトの名前 (例:MyTestProject) を入力します。[Freestyle 
project] (フリースタイルプロジェクト)、[OK] の順に選択します。

Note

CodePipeline プロジェクトの名前が要件を満たしていることを確認します。詳細について
は、「のクォータAWSCodePipeline (p. 586)」を参照してください。

3. プロジェクトの設定ページで、[Execute concurrent builds if necessary] (必要な場合に複数のビルド
を並列実行する) チェックボックスをオンにします。[ソースコードの管理] で、[AWS CodePipeline] 
を選択します。EC2 インスタンスに Jenkins をインストールして、と Jenkins の統合用に作成した 
IAMAWS CLI ユーザーのプロファイルを使用してを設定した場合は、他のすべてのフィールドを空の
ままにします。 CodePipeline

Important

Jenkins プロジェクトを設定していて、それが Amazon EC2 インスタンスにインストール
されていないか、Windows オペレーティングシステムを実行している EC2 インスタンスに
インストールされている場合は、プロキシホストとポートの設定に従ってフィールドに入
力し、Jenkins との統合用に設定した IAM ユーザーまたはロールの認証情報を指定します 
CodePipeline。

4. [詳細設定] を選択してから、[カテゴリ] で [テスト] を選択します。
5. Provider に、ビルドプロジェクトに使用したのと同じ名前 (たとえば、MyJenkinsProviderName) 

を入力します。この名前は、このチュートリアルの後半でパイプラインにテストアクションを追加す
るときに使用します。
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Note

この名前は、 CodePipeline アクションの命名要件を満たしている必要があります。詳細につ
いては、「のクォータAWSCodePipeline (p. 586)」を参照してください。

6. [Build Triggers] (トリガーのビルド) で、チェックボックスをすべてオフにし、[Poll SCM] (SCM の
ポーリング) を選択します。[Schedule] に、以下のようにスペースで区切ってアスタリスクを 5 つ入
力します。

* * * * *

これは 1 CodePipeline 分ごとに 1 分ごとにポーリングを行います。
7. [ビルド] で、[Add build step] (ビルドステップの追加) を選択します。Amazon Linux、RHEL、または 

Ubuntu Server インスタンスにデプロイする場合は、[シェルの実行] を選択します。次に、以下のよう
に入力します。IP アドレスは、先ほどコピーした EC2 インスタンスのアドレスです。

TEST_IP_ADDRESS=192.168.0.4 rake test

Windows Server インスタンスにデプロイする場合は、[Execute batch command (バッチコマンドの実
行)] を選択し、以下のように入力します。ここで、IP アドレスは、先ほどコピーした EC2 インスタン
スのアドレスです。

set TEST_IP_ADDRESS=192.168.0.4 rake test

Note

このテストでは、デフォルトのポート 80 を想定しています。別のポートを指定する場合は、
以下のように test port ステートメントを追加します。

TEST_IP_ADDRESS=192.168.0.4 TEST_PORT=8000 rake test

8. [ビルド後のアクションを追加] を選択し、[AWS CodePipeline パブリッシャー] を選択します。[追加] 
は選択しないでください。

9. [保存] を選択して、Jenkins プロジェクトを保存します。

4 番目のステージを作成する

Jenkins テストアクションを含むステージをパイプラインに追加するには

1. にサインインしてAWS Management Console、http://console.aws.amazon.com/codesuite/
codepipeline/home CodePipeline  でコンソールを開きます。

2. [名前] で、作成したパイプラインの名前 MySecondPipeline を選択します。
3. パイプライン詳細ページで、[編集] を選択します。
4. [編集] ページで [+ Stage (+ ステージの追加)] を選択して、ビルドステージの直後にステージを追加し

ます。
5. 新しいステージの名前フィールドに名前 (Testing など) を入力し、[+ Add action group (+ アクショ

ングループの追加)] を選択します。
6. [アクション名] に MyJenkinsTest-Action ######。「テストプロバイダー」で、Jenkins で指定

したプロバイダー名 (例:MyJenkinsProviderName) を選択します。[プロジェクト名] に、Jenkins で
作成したプロジェクトの名前 (例:MyTestProject) を入力します。入力アーティファクトで、デフォ
ルト名が Jenkins ビルドからアーティファクトを選択しBuildArtifact、「完了」を選択します。
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Note

Jenkins テストアクションは Jenkins ビルドステップで構築されたアプリケーションで動作す
るため、テストアクションへの入力アーティファクトのビルドアーティファクトを使用しま
す。

入力アーティファクトと出力アーティファクト、およびパイプラインの構造の詳細については、
「CodePipeline パイプライン構造リファレンス (p. 469)」を参照してください。

7. [編集] ページで、[パイプラインの変更を保存] を選択します。[パイプラインの変更を保存] ダイアログ
ボックスで、[保存して続行] を選択します。

8. パイプラインに新しいステージが追加されましたが、パイプラインの別の実行をトリガーした変更が
ないため、そのステージのステータスは [まだ実行はありません] と表示されます。修正したパイプラ
インによりサンプルを実行するには、パイプラインの詳細ページで [リリースの変更] を選択します。

パイプラインビューには、パイプラインのステージとアクション、それらの 4 つのステージを実行し
ているリビジョンの状態が表示されます。パイプラインがすべてのステージを実行するのにかかる時
間は、アーティファクトのサイズ、ビルドとテストのアクションの複雑さ、その他の要因によって異
なります。

ステップ 4: リソースをクリーンアップする
これらのチュートリアルが完了したら、使用したパイプラインおよびリソースを削除する必要があるた
め、このリソースに対する継続利用料金がかかることはありません。引き続き使用しない場合は、パイプ
ラインを削除してから CodePipeline、 CodeDeploy アプリケーション、関連付けられている Amazon EC2 
インスタンス、アーティファクトの保存に使用した Amazon S3 バケットの順に削除し、アーティファク
トの保存に使用した Amazon S3 バケットの順に削除します。また、 GitHub リポジトリなどの他のリソー
スを引き続き使用する予定がない場合は、削除するかどうかも検討する必要があります。

このチュートリアルで使用されているリソースをクリーンアップするには

1. ローカル Linux、macOS または Unix マシンでターミナルセッションを開くか、ローカル Windows マ
シンでコマンドプロンプトを開き、delete-pipeline コマンドを実行して、作成したパイプラインを削
除します。MySecondPipeline の場合は、次のコマンドを入力します。

aws codepipeline delete-pipeline --name "MySecondPipeline"

このコマンドは何も返しません。
2. CodeDeploy リソースをクリーンアップするには、「クリーンアップ」の指示に従います。
3. インスタンスリソースをクリーンアップするには、Jenkins をインストールした EC2 インスタンスを

削除します。詳細については、「インスタンスのクリーンアップ」を参照してください。
4. 追加のパイプラインを作成したり、 CodePipeline 再利用したりしない場合は、パイプラインのアー

ティファクトの保存に使用した Amazon S3 バケットを削除します。バケットを削除するには、「バ
ケットの削除」の手順に従います。

5. このパイプラインに他のリソースを再利用しない場合は、それらのリソースを該当するガイダンスに
従って削除することを検討してください。例えば、リポジトリを削除する場合は、 GitHub ウェブサ
イトの「 GitHub リポジトリの削除」の指示に従います。
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ルをセットアップし、パイプラインの状
態の変更の E メール通知を送信します。

チュートリアル: CloudWatch Events ルールをセッ
トアップし、パイプラインの状態の変更の E メー
ル通知を送信します。

AWS CodePipeline でパイプラインを設定した後、パイプラインの実行状態、またはパイプラインのス
テージやアクションに変更があった場合に通知を送信するように CloudWatch Events ルールを設定できま
す。CloudWatch Events を使用してパイプラインの状態の変更の通知をセットアップする方法の詳細は、
CodePipeline イベントのモニタリング (p. 385) を参照してください。

このチュートリアルでは、パイプラインの状態が失敗に変わったら E メールを送信する通知を設定しま
す。このチュートリアルでは、CloudWatch Events ルールを作成するときの入力変換方法を使用します。
メッセージスキーマの詳細を変換し、人間が読み取れるテキストでメッセージを配信します。

Note

Amazon SNS 通知や CloudWatch Events ルールなど、このチュートリアルのリソースを作成する
ときは、リソースがパイプラインと同じ AWS リージョンに作成されていることを確認してくだ
さい。

トピック
• ステップ 1: Amazon SNS を使用してEメール通知を設定します。 (p. 69)
• ステップ 2: ルールを作成し SNS トピックをターゲットとして追加する (p. 70)
• ステップ 3: リソースをクリーンアップする (p. 71)

ステップ 1: Amazon SNS を使用してEメール通知を設
定します。
Amazon SNS は、トピックの使用を調整して、サブスクライブしているエンドポイントやクライアントへ
のメッセージを配信します。Amazon SNS を使用して通知トピックを作成してから、E メールアドレスを
使用してトピックをサブスクライブします。Amazon SNS トピックが CloudWatch Events ルールにター
ゲットとして追加されます。詳細については、Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイドを
参照してください。

Amazon SNS でトピックを作成または識別します。CodePipeline は CloudWatch Events を使用し
て、Amazon SNS を介してこのトピックに通知を送信します。トピックを作成するには:

1. Amazon SNS コンソール（https://console.aws.amazon.com/sns）を開きます。
2. [トピックの作成] を選択します。
3. [Create new topic (新しいトピックの作成)] ダイアログボックスの [Topic name (トピック名)] で、ト

ピックの名前 (例: PipelineNotificationTopic) を入力します。
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Events 通知ルールを作成します。

4. [トピックの作成] を選択します。

詳細については、Amazon SNS デベロッパーガイド の トピックの作成 を参照してください。

1 つかそれ以上の受信者にトピックをサブスクライブさせ、E メール通知を受け取ります。受信者にト
ピックをサブスクライブさせるには:

1. Amazon SNS コンソールで、トピック リストから、新しいトピックの横にあるチェックボックスを選
択します。[Actions, Subscribe to topic] を選択します。

2. [Create subscription] ダイアログボックスで、ARN が [Topic ARN] に表示されていることを確認しま
す。

3. [Protocol] (プロトコル) で [Email] (E メール) を選択します。
4. [Endpoint] に、新しい受信者の完全な E メールアドレスを入力します。
5. [Create Subscription] を選択します。
6. Amazon SNS は受信者にサブスクリプション確認の E メールを送信します。E メール通知を受信する

には、受信者は、この E メールで [サブスクリプションを確認] リンクを選択する必要があります。受
信者がリンクをクリックした後、正常にサブスクライブされたら、Amazon SNS により受信者のウェ
ブブラウザに確認メッセージが表示されます。

詳細については、Amazon SNS デベロッパーガイド の トピックのサブスクライブ を参照してくださ
い。

ステップ 2: ルールを作成し SNS トピックをターゲッ
トとして追加する
CodePipeline でイベント出典として CloudWatch Events 通知ルールを作成します。

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. Create rule を選択します。[イベントソース] で、[AWS CodePipeline] を選択します。[イベントタイ

プ] で、パイプライン実行の状態変更を選択します。
4. [特定の状態] を選択し、[FAILED] を選択します。
5. [編集] を選択し、[イベントパターンのプレビュー] ペインで JSON テキストエディタを開きま

す。pipeline パラメータを、次の例 (「myPipeline」という名前のパイプライン) に示すように、パ
イプラインの名前とともに追加します。

ここでイベントパターンをコピーしてコンソールに貼り付けることができます。

{ 
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  "source": [ 
    "aws.codepipeline" 
  ], 
  "detail-type": [ 
    "CodePipeline Pipeline Execution State Change" 
  ], 
  "detail": { 
    "state": [ 
      "FAILED" 
    ], 
    "pipeline": [ 
      "myPipeline" 
    ] 
  }
}

6. [Targets] で、[Add target] を選択します。
7. ターゲットのリストで、[SNS トピック] を選択します。[トピック] に、作成したトピックを入力しま

す。
8. [入力の設定] を展開して、[インプットトランスフォーマー] を閉じます。
9. [入力パス] ボックスに、次のキーと値のペアを入力します。

{ "pipeline" : "$.detail.pipeline" }

[入力テンプレート] ボックスに、以下のように入力します。

"The Pipeline <pipeline> has failed."

10. [Configure details] (設定の詳細) を選択します。
11. [ルールの詳細を設定する] ページで、名前とオプションの説明を入力します。[状態] では、[有効] ボッ

クスをオンのままにします。
12. [Create rule] (ルールの作成) を選択します。
13. CodePipeline が構築通知を現在送信していることを確認します。たとえば、ビルド通知 E メールが受

信トレイにあるかどうかを確認します。
14. ルールの動作を変更するには、CloudWatch コンソールで、ルールを選択してから、アクション、編

集 の順に選択します。ルールを編集し、[詳細設定] を選択し、[Update] を選択します。

ルールがビルド通知を送信するのを停止するには、CloudWatch コンソールで、ルールを選択してか
ら、アクション、無効化 を選択します。

ルールを削除するには、 CloudWatch コンソールで、ルールを選択してから、アクション、削除 の順
に選択します。

ステップ 3: リソースをクリーンアップする
これらのチュートリアルが完了したら、使用したパイプラインおよびリソースを削除する必要があるた
め、このリソースに対する継続利用料金がかかることはありません。

SNS 通知をクリーンアップして Amazon CloudWatch Events ルールを削除する方法については、 クリー
ンアップ (Amazon SNSトピックからの退会) および Amazon CloudWatch Events API リファレンス の
DeleteRule リファレンスを参照してください。
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チュートリアル:を使用して Android アプリケー
ションを構築およびテストするパイプラインを作成
します。AWS Device Farm

AWS CodePipelineを使用して、コミットがプッシュされるたびにアプリをビルドしてテストする継続的イ
ンテグレーションフローを設定できます。このチュートリアルでは、 GitHub リポジトリ内のソースコー
ドを使用して Android アプリをビルドおよびテストするためのパイプラインを作成および設定する方法を
示します。 GitHub パイプラインは新しいコミットの到着を検出し、アプリと Device Farm CodeBuildをビ
ルドしてテストします。

Important

この手順でパイプラインに追加するアクションの多くには、パイプラインを作成する前に作成す
る必要のある AWS リソースが含まれます。ソースアクションの AWS リソースは、パイプライン
を作成するのと同じ AWS リージョンに常に作成する必要があります。たとえば、米国東部 (オハ
イオ) リージョンにパイプラインを作成している場合、 CodeCommit リポジトリは米国東部 (オハ
イオ) リージョンにある必要があります。
パイプラインを作成するときにクロスリージョンアクションを追加できます。クロスリージョ
ンアクションの AWS リソースはアクションを実行する予定の AWS リージョンと同じである
ことが必要です。詳細については、「CodePipeline でクロスリージョンアクションを追加す
る (p. 365)」を参照してください。

既存の Android アプリとテスト定義を使用してこれを試すか、 Device Farmが提供したサンプルアプリ
ケーションとテスト定義 を使用できます。

Note

開始する前に

1. AWS Device Farm コンソールにサインインし、[Create a new project (新規プロジェクトの作成)] を選
択します。

2. プロジェクトを選択します。ブラウザで、新しいプロジェクトの URL をコピーします。URL には、プ
ロジェクト ID が含まれます。

3. プロジェクト ID をコピーしてメモしておきます。この ID は CodePipeline でパイプラインを作成する
ときに使用します。

以下は、プロジェクトの URL の例です。プロジェクト ID を抽出するには、projects/ 後の値をコ
ピーします。この例では、プロジェクト ID は eec4905f-98f8-40aa-9afc-4c1cfexample です。

https://<region-URL>/devicefarm/home?region=us-west-2#/projects/
eec4905f-98f8-40aa-9afc-4c1cfexample/runs

Device Farm CodePipeline テストを使用するように設
定します。
1.

buildspec.ymlアプリケーションコードのルートにあるファイルを追加してコミットし、リポジト
リにプッシュします。 CodeBuild は、このファイルを使用してコマンドを実行し、アプリケーション
を構築するために必要なアーティファクトにアクセスします。

version: 0.2
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トを使用するように設定します。

phases: 
  build: 
    commands: 
      - chmod +x ./gradlew 
      - ./gradlew assembleDebug
artifacts: 
  files: 
     - './android/app/build/outputs/**/*.apk' 
  discard-paths: yes

2. (オプション) Calabash または Appium を使用してアプリケーションをテストする場合は、テスト定義
ファイルをリポジトリに追加します。後のステップで、定義を使用してテストスイートを実行するよ
うに Device Farm を設定できます。

Device Farm の組み込みのテストを使用する場合は、このステップを省略できます。
3. パイプラインを作成してソースステージを追加するには、以下の手順を実行します。

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

b. [パイプラインの作成] を選択します。[Step 1: Choose pipeline settings (ステップ 1: パイプライン
の設定の選択)] ページで、[パイプライン名] にパイプラインの名前を入力します。

c. [サービスロール] で、[New service role (新しいサービスロール)] は選択したままにして、[Role 
name (ロール名)] は変更しません。既存のサービスロール (ある場合) を使用することもできま
す。

Note

2018 年 7 CodePipeline 月以前に作成されたサービスロールを使用している場
合、Device Farm に対する許可を追加する必要があります。これを行うには、IAM コン
ソールを開き、ロールを見つけて、ロールのポリシーに次の許可を追加します。詳細に
ついては、「CodePipeline サービスロールにアクセス許可を追加する (p. 459)」を参
照してください。

{ 
     "Effect": "Allow", 
     "Action": [ 
        "devicefarm:ListProjects", 
        "devicefarm:ListDevicePools", 
        "devicefarm:GetRun", 
        "devicefarm:GetUpload", 
        "devicefarm:CreateUpload", 
        "devicefarm:ScheduleRun" 
     ], 
     "Resource": "*"
}

d. [詳細設定] をデフォルト設定のままにし、[次へ] を選択します。
e. 「ステップ 2: ソースステージの追加」ページの「ソースプロバイダー」で、を選択しま

すGitHub。
f. 接続 で、既存の接続を選択するか、新規の接続を作成します。 GitHub ソースアクション用の接

続を作成または管理する方法については、を参照してくださいGitHub 接続 (p. 196)。
g. [リポジトリ] で、ソースリポジトリを選択します。
h. [ブランチ] で、使用するブランチを選択します。
i. 出典アクションについては、残りのデフォルトのままにしておきます。[Next] (次へ) を選択しま

す。
4. [Add build stage (ビルドステージの追加)] で、ビルドステージを追加します。
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トを使用するように設定します。

a. [ビルドプロバイダ] で、[AWS CodeBuild] を選択します。[リージョン] がデフォルトでパイプラ
インリージョンになることを許可します。

b. [Create project] (プロジェクトの作成) を選択します。
c. [プロジェクト名] に、このビルドプロジェクトの名前を入力します。
d. [環境イメージ] で、[Managed image (マネージド型イメージ)] を選択します。[Operating system] 

で、[Ubuntu] を選択します。
e. [ランタイム] で、[Standard (標準)] を選択します。[イメージ] で、[aws/codebuild/standard:1.0] を

選択します。

CodeBuild は、Android Studio がインストールされているこの OS イメージを使用してアプリ
ケーションを構築します。

f. サービスロールで、 CodeBuild 既存のサービスロールを選択するか、新しいサービスロールを作
成します。

g. [ビルド仕様] で、[Use a buildspec file (ビルド仕様ファイルの使用)] を選択します。
h. [続行] を選択します CodePipeline。 CodePipelineこれでコンソールに戻り、 CodeBuild

buildspec.ymlリポジトリ内のを使用して設定するプロジェクトが作成されます。ビルドプロ
ジェクトでは、サービスロールを使用してAWS のサービスのサービスのアクセス許可を管理しま
す。このステップには数分かかる場合があります。

i. [Next] (次へ) を選択します。
5. [Step 4: Add deploy stage (ステップ 4: デプロイステージの追加)] ページで、[Skip deploy stage (デプ

ロイステージのスキップ)] を選択し、[スキップ] を選択して警告メッセージを受け入れます。[Next]
(次へ) を選択します。

6. [Step 5: Review (ステップ 5: 確認)] で、[パイプラインの作成] を選択します。ソースとビルドステー
ジを示す図が表示されます。

7. パイプラインに Device Farm テストアクションを追加します。

a. 右上の [編集] を選択します。
b. 図の最下部で [+ Add stage] (+ ステージの追加) を選択します。[ステージ名] に名前 (Test など) 

を入力します。
c. [+ Add action group (+ アクションの追加)] を選択します。
d. [Action name] (アクション名) に名前を入力します。
e. アクションプロバイダ で、AWS Device Farm を選択します。[リージョン] がデフォルトでパイプ

ラインリージョンになることを許可します。
f. [入力アーティファクト] で、テストステージに先立つステージの出力アーティファクトと一致す

る入力アーティファクト (BuildArtifact など) を選択します。

AWS CodePipeline コンソールでは、パイプライン図の情報アイコンの上にカーソルを置く
ことで、各ステージの出力アーティファクトの名前を見つけることができます。パイプライ
ンでアプリケーションを [Source] (ソース) ステージから直接テストしている場合は、を選択
しますSourceArtifact。パイプラインにビルドステージが含まれている場合は、を選択しま
すBuildArtifact。

g. にProjectId、Device Farm プロジェクト ID を入力します。このチュートリアルの最初の手順に従
い、プロジェクト ID を取得します。

h. にDevicePoolArn、デバイスプールの ARN を入力します。トップデバイスの ARN を含む、プロ
ジェクトで使用可能なデバイスプール ARN を取得するには、AWS CLI を使用して次のコマンド
を入力します。

aws devicefarm list-device-pools --arn arn:aws:devicefarm:us-
west-2:account_ID:project:project_ID

i. に AppType「Android」と入力します。
API バージョン 2015-07-09
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AppType の有効な値のリストを次に示します。

• iOS
• Android
• Web

j. [デプロイ] に、コンパイルされたアプリケーションパッケージのパスを入力します。パスは、
テストステージの入力アーティファクトのルートを基準とする相対パスです。このパスは app-
release.apk に似ています。

k. にテストのタイプを入力しTestType、テストにテスト定義ファイルのパスを入力します。パス
は、テストの入力アーティファクトのルートを基準とする相対パスです。

TestType の有効な値のリストを次に示します。

• APPIUM_JAVA_JUNIT
• APPIUM_JAVA_TESTNG
• APPIUM_PYTHON
• APPIUM_WEB_JAVA_JUNIT
• APPIUM_WEB_JAVA_TESTNG
• APPIUM_WEB_PYTHON
• BUILTIN_EXPLORER
• BUILTIN_FUZZZ
• CALABASH
• INSTRUMENTATION
• UIAUTOMATION
• UIAUTOMATOR
• PERFORMANCE_PROFILE
• XCTEST
• XCTEST_UI

Note

カスタム環境ノードはサポートされていません。
l. 残りのフィールドにはテストおよびアプリケーションタイプに適した設定を入力します。
m. (オプション) [アドバンスト] で、テストランの情報の設定を行います。
n. [Save] (保存) を選択します。
o. 編集中のステージで、[完了] を選択します。AWS CodePipeline のペインで [保存] を選択し、警

告メッセージで [保存] を選択します。
p. 変更を送信してパイプラインのビルドを開始するには、[Release change] (変更のリリース)、

[Release] (リリース) の順に選択します。

チュートリアル: iOS アプリをテストするパイプラ
インを作成するAWS Device Farm

AWS CodePipeline を使用し、ソースバケットが変更されるたびにアプリがテストされる継続的な統合
フローを簡単に設定できます。このチュートリアルでは、S3 バケットからビルドした iOS アプリをテス
トするためのパイプラインを作成して設定する方法を示します。パイプラインは保存された変更の到着API バージョン 2015-07-09
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を Amazon CloudWatch Events を介して検出し、構築したアプリケーションをテストするために Device 
Farm を使用します。

Important

この手順でパイプラインに追加するアクションの多くには、パイプラインを作成する前に作成す
る必要のある AWS リソースが含まれます。出典アクションの AWS リソースは、パイプライン
を作成するのと同じ AWS リージョンに常に作成する必要があります。例えば、米国東部 (オハイ
オ) リージョンにパイプラインを作成している場合、CodeCommit リポジトリは米国東部 (オハイ
オ) リージョンにある必要があります。
パイプラインを作成するときにクロスリージョンアクションを追加できます。クロスリージョ
ンアクションの AWS リソースはアクションを実行する予定の AWS リージョンと同じである
ことが必要です。詳細については、「CodePipeline でクロスリージョンアクションを追加す
る (p. 365)」を参照してください。

既存の iOS アプリを使用して試してみるか、サンプル iOS アプリを使用できます。

Note

開始する前に

1. AWS Device Farm コンソールにサインインし、[Create a new project (新規プロジェクトの作成)] を選
択します。

2. プロジェクトを選択します。ブラウザで、新しいプロジェクトの URL をコピーします。URL には、プ
ロジェクト ID が含まれます。

3. プロジェクト ID をコピーしてメモしておきます。CodePipeline でパイプラインを作成するときに、そ
れを使用します。

以下は、プロジェクトの URL の例です。プロジェクト ID を抽出するには、projects/ 後の値をコ
ピーします。この例では、プロジェクト ID は eec4905f-98f8-40aa-9afc-4c1cfexample です。

https://<region-URL>/devicefarm/home?region=us-west-2#/projects/
eec4905f-98f8-40aa-9afc-4c1cfexample/runs

Device Farm テスト(例 Amazon S3) を使用するように 
CodePipeline を設定する
1. バージョニングが有効になっている S3 バケットを作成するか、使用します。「ステップ 1: アプリ

ケーションの S3 バケットを作成する (p. 40)」の手順に従って、S3 バケットを作成します。
2. バケットの Amazon S3 コンソールで、アップロード を選択し、指示に従って .zip ファイルをアップ

ロードします。

サンプルアプリケーションは、.zip ファイルにパッケージ化する必要があります。
3. パイプラインを作成してソースステージを追加するには、以下の手順を実行します。

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

b. [Create pipeline] を選択します。リポジトリの []ステップ 1: パイプラインの設定の選択ページ
でパイプライン名[] で、パイプラインの名前を入力します。

c. [サービスロール] で、[New service role (新しいサービスロール)] は選択したままにして、[Role 
name (ロール名)] は変更しません。既存のサービスロール (ある場合) を使用することもできま
す。
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Note

2018 年 7 月以前に作成した CodePipeline サービスロールを使用している場合、Device 
Farm に対する許可を追加する必要があります。これを行うには、IAM コンソールを開
き、ロールを見つけて、ロールのポリシーに次の許可を追加します。詳細については、
「CodePipeline サービスロールにアクセス許可を追加する (p. 459)」を参照してくだ
さい。

{ 
     "Effect": "Allow", 
     "Action": [ 
        "devicefarm:ListProjects", 
        "devicefarm:ListDevicePools", 
        "devicefarm:GetRun", 
        "devicefarm:GetUpload", 
        "devicefarm:CreateUpload", 
        "devicefarm:ScheduleRun" 
     ], 
     "Resource": "*"
}

d. [詳細設定] をデフォルト設定のままにし、[次へ] を選択します。
e. リポジトリの []ステップ 2: ソースステージを追加するページでソースプロバイダーで、Amazon 

S3。
f. EclipseAmazon S3 の場所で、バケットを入力します。my-storage-bucket、およびオブジェ

クトキー。s3-ios-test-1.zip.zip ファイル用です。
g. [Next] (次へ) をクリックします。

4. [ビルド] で、パイプラインのプレースホルダービルドステージを作成します。これにより、ウィザー
ドでパイプラインを作成することができます。ウィザードを使用して 2 ステージパイプラインを作成
した後は、このプレースホルダービルドステージは不要になります。パイプラインが完了した後、こ
の第 2 ステージが削除され、ステップ 5 で新しいテストステージが追加されます。

a. [ビルドプロバイダ] で、[Jenkins の追加] を選択します。このビルド選択はプレースホルダーで
す。それは使用されていません。

b. [プロバイダ名] に名前を入力します。名前はプレースホルダーです。それは使用されていませ
ん。

c. [サーバー URL] にテキストを入力します。テキストはプレースホルダーです。それは使用されて
いません。

d. [プロジェクト名] に名前を入力します。名前はプレースホルダーです。それは使用されていませ
ん。

e. [Next] (次へ) をクリックします。
f. リポジトリの []ステップ 4: デプロイステージを追加するページで [] を選択します。デプロイス

テージのスキップを選択し、[] を選択して警告メッセージを受け入れます。スキップをクリック
します。

g. Onステップ 5: 確認で、パイプラインの作成。ソースとビルドステージを示す図が表示されま
す。
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5. 次のようにして、Device Farm テストアクションをパイプラインに追加します。

a. 右上の [編集] を選択します。
b. [Edit stage (ステージの編集)] を選択します。[Delete] (削除) を選択します。これにより、パイプ

ライン作成のためには使用しないプレースホルダーステージが削除されます。
c. 図の最下部で [+ Add stage] (+ ステージの追加) を選択します。
d. [ステージ名] にステージ名 (Test など) を入力し、[Add stage (ステージの追加)] を選択します。
e. [+ Add action group (+ アクションの追加)] を選択します。
f. [アクション名] に、名前を入力します (DeviceFarmTest など)。
g. アクションプロバイダ で、AWS Device Farm を選択します。[リージョン] がデフォルトでパイプ

ラインリージョンになることを許可します。
h. [入力アーティファクト] で、テストステージに先立つステージの出力アーティファクトと一致す

る入力アーティファクト (SourceArtifact など) を選択します。

AWS CodePipeline コンソールでは、パイプライン図の情報アイコンの上にカーソルを置くこと
で、各ステージの出力アーティファクトの名前を見つけることができます。パイプラインでアプ
リケーションを [ソース] ステージから直接テストする場合は、[SourceArtifact] を選択します。パ
イプラインに [ビルド] ステージが含まれている場合は、[BuildArtifact] を選択します。

i. ProjectId で、Device Farm のプロジェクト ID を選択します。このチュートリアルの最初の手順
に従い、プロジェクト ID を取得します。

j. [DevicePoolArn] に、デバイスプールの ARN を入力します。トップデバイスの ARN を含む、プ
ロジェクトで使用可能なデバイスプール ARN を取得するには、AWS CLI を使用して次のコマン
ドを入力します。

aws devicefarm list-device-pools --arn arn:aws:devicefarm:us-
west-2:account_ID:project:project_ID

k. [AppType] に、「iOS」と入力します。

[AppType] の有効な値は次のとおりです。API バージョン 2015-07-09
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• iOS
• Android
• Web

l. [デプロイ] に、コンパイルされたアプリケーションパッケージのパスを入力します。パスは、
テストステージの入力アーティファクトのルートを基準とする相対パスです。このパスは ios-
test.ipa に似ています。

m. EclipseTestTypeで、テストのタイプを入力し、Test[] で、テスト定義ファイルのパスを入力しま
す。パスは、テストの入力アーティファクトのルートを基準とする相対パスです。

Device Farm の組み込みテストのいずれかを使用している場合は、BUILTIN_FUZZ など Device 
Farm プロジェクトに設定されたテストのタイプを入力します。[FuzzEventCount] に、時間をミ
リ秒単位で入力します (6000 など)。[FuzzEventThrottle] に、時間をミリ秒単位で入力します (50 
など)。

Device Farm の組み込みテストのいずれも使用していない場合は、テストのタイプを入力し、テ
スト にテスト定義ファイルのパスを入力します。パスは、テストの入力アーティファクトのルー
トを基準とする相対パスです。

[TestType] の有効な値は次のとおりです。

• APPIUM_JAVA_JUNIT
• APPIUM_JAVA_TESTNG
• APPIUM_PYTHON
• APPIUM_WEB_JAVA_JUNIT
• APPIUM_WEB_JAVA_TESTNG
• APPIUM_WEB_PYTHON
• BUILTIN_EXPLORER
• BUILTIN_FUZZZ
• CALABASH
• INSTRUMENTATION
• UIAUTOMATION
• UIAUTOMATOR
• PERFORMANCE_PROFILE
• XCTEST
• XCTEST_UI

Note

カスタム環境ノードはサポートされていません。
n. 残りのフィールドにはテストおよびアプリケーションタイプに適した設定を入力します。
o. (オプション) [アドバンスト] で、テストランの情報の設定を行います。
p. [Save] (保存) を選択します。
q. 編集中のステージで、[完了] を選択します。AWS CodePipeline のペインで [保存] を選択し、警

告メッセージで [保存] を選択します。
r. 変更を送信してパイプラインの実行を開始するには、[変更のリリース]、[リリース] の順に選択し

ます。
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チュートリアル:Service Catalog にデプロイするパ
イプラインを作成します。

Service Catalog では、AWS CloudFormationテンプレートに基づいて製品を作成およびプロビジョニング
できます。このチュートリアルでは、製品テンプレートをにデプロイするパイプラインを作成して設定
し、(、Amazon S3 で既に作成済みの) 出典リポジトリで行った変更を送信する方法を示します。 GitHub 
CodeCommit

Note

Amazon S3 がパイプラインのソースプロバイダである場合、すべての出典ファイルを 1 つの .zip 
ファイルとしてパッケージ化してバケットにアップロードする必要があります。それ以外の場
合、ソースアクションは失敗します。

まず、Service Catalog で製品を作成し、次にでパイプラインを作成しますAWS CodePipeline。この
チュートリアルでは、デプロイ設定を指定するための 2 つのオプションを取り上げます。

• Service Catalog で製品を作成し、テンプレートファイルをソースリポジトリにアップロードします。
(個別の設定ファイルではなく) CodePipeline コンソールで製品バージョンとデプロイ設定を指定しま
す。オプション 1: 設定ファイルなしでService Catalog にデプロイする (p. 80) を参照してください。

Note

テンプレートファイルは YAML または JSON 形式で作成できます。
• Service Catalog で製品を作成し、テンプレートファイルをソースリポジトリにアップロードします。個

別の設定ファイルを使用して製品バージョンとデプロイ設定を指定します。オプション 2: 設定ファイル
を使用してService Catalog にデプロイする (p. 84) を参照してください。

オプション 1: 設定ファイルなしでService Catalog に
デプロイする
この例では、S3AWS CloudFormation バケットのサンプルテンプレートファイルをアップロード
し、Service Catalog に製品を作成します。次に、パイプラインを作成し、 CodePipeline コンソールでデ
プロイ設定を指定します。

ステップ 1: サンプルテンプレートファイルをソースリポジトリ
にアップロードする
1. テキストエディタを開きます。以下のコードをファイルに貼り付けて、サンプルテンプレートを作成

します。S3_template.json という名前でファイルを保存します。

{ 
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09", 
  "Description": "CloudFormation Sample Template S3_Bucket: Sample template showing 
 how to create a privately accessible S3 bucket. **WARNING** This template creates an 
 S3 bucket. You will be billed for the resources used if you create a stack from this 
 template.", 
  "Resources": { 
    "S3Bucket": { 
      "Type": "AWS::S3::Bucket", 
      "Properties": {} 
    } 
  }, 

API バージョン 2015-07-09
80



AWS CodePipeline ユーザーガイド
オプション 1: 設定ファイルなし

でService Catalog にデプロイする

  "Outputs": { 
    "BucketName": { 
      "Value": { 
        "Ref": "S3Bucket" 
      }, 
      "Description": "Name of Amazon S3 bucket to hold website content" 
    } 
  }
}

AWS CloudFormationこのテンプレートを使用すると、Service Catalog で使用できる S3 バケットを
作成できます。

2. S3_template.json ファイルを AWS CodeCommit リポジトリにアップロードします。

ステップ 2: Service Catalog で製品を作成する
1. IT 管理者として、Service Catalog コンソールにサインインし、[製品] ページに移動して、[新しい製品

をアップロード] を選択します。
2. [新しい製品のアップロード] ページで、以下の手順を実行します。

a. [製品名] に、新しい製品に使用する名前を入力します。
b. [Description (説明)] に製品カタログの説明を入力します。この説明は、製品リストでユーザーが

正しい製品を選択できるように表示されます。
c. [提供元] に IT 部門または管理者の名前を入力します。
d. [Next] (次へ) を選択します。

3. (オプション) [サポート詳細の入力] に製品サポートの連絡先情報を入力し、[次へ] を選択します。
4. [バージョンの詳細] に以下の情報を入力します。

a. [テンプレートファイルをアップロード] を選択します。S3_template.json ファイルを見つ
け、アップロードします。

b. [バージョンタイトル] に、製品バージョンの名前 (devops S3 v2 など) を入力します。
c. [Description (説明)] に、このバージョンと他のバージョンを区別するための詳細を入力します。
d. [Next] (次へ) を選択します。

5. [確認] ページで、情報が正しいことを確認し、[作成] を選択します。
6. ブラウザの [製品] ページで、新しい製品の URL をコピーします。これには製品 ID が含まれていま

す。この製品 ID をコピーして保持します。この ID は CodePipeline でパイプラインを作成するときに
使用します。

以下に示しているのは、my-product という製品の URL です。製品 ID を抽出するには、等号 (=) 
とアンパサンド (&) との間の値をコピーします。この例では、製品 ID は prod-example123456 で
す。

https://<region-URL>/servicecatalog/home?region=<region>#/admin-products?
productCreated=prod-example123456&createdProductTitle=my-product

Note

ページから移動する前に、製品の URL をコピーします。このページから移動したら、CLI を
使用して製品 ID を取得する必要があります。

数秒後、製品が [製品] ページに表示されます。製品をリストに表示するには、ブラウザの更新が必要
になる場合があります。
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ステップ 3: パイプラインを作成する
1. パイプラインに名前を付け、パイプラインのパラメータを選択するには、以下の手順を実行します。

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

b. [Getting started (開始方法)] を選択します。[パイプラインの作成] を選択し、パイプラインの名前
を入力します。

c. サービスロールで、新しいサービスロールを選択して、IAM でサービスロールを作成できるよう
にします CodePipeline 。

d. [詳細設定] をデフォルト設定のままにし、[次へ] を選択します。
2. ソースステージを追加するには、以下の手順を実行します。

a. [ソースプロバイダ] で、AWS CodeCommit を選択します。
b. [リポジトリ名] と [ブランチ名] に、ソースアクションに使用するリポジトリとブランチを入力し

ます。
c. [Next] (次へ) を選択します。

3. [Add build stage (ビルドステージの追加)] で [Skip build stage (ビルドステージのスキップ)] を選択
し、もう一度 [スキップ] を選択して警告メッセージを受け入れます。

4. [Add deploy stage (デプロイステージの追加)] で、以下の手順を実行します。

a. [デプロイプロバイダ] で、[AWS Service Catalog] を選択します。
b. デプロイ設定で、[Enter deployment configuration (デプロイ設定の入力)] を選択します。
c. 製品 ID に、Service Catalog コンソールからコピーした製品 ID を貼り付けます。
d. [Template file path (テンプレートファイルパス)] に、テンプレートファイルが保存されている相

対パスを入力します。
e. 「製品タイプ」で、「AWS CloudFormationテンプレート」を選択します。
f. [製品バージョン名] に、Service Catalog で指定した製品バージョンの名前を入力します。テンプ

レートの変更を新しい製品バージョンにデプロイする場合は、同じ製品の以前の製品バージョン
で使用されていない製品バージョン名を入力します。

g. [Input artifact (入力アーティファクト)] で、ソース入力アーティファクトを選択します。
h. [Next] (次へ) を選択します。

5. [Review (確認)] で、パイプライン設定を確認し、[Create (作成)] を選択します。
6. パイプラインが正常に実行されたら、デプロイステージで [Details (詳細)] を選択します。これによ

り、Service Catalog で製品が開きます。
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7. 製品情報で、バージョン名を選択して製品テンプレートを開きます。テンプレートのデプロイを表示
します。

ステップ 4: 変更をプッシュしてService Catalog で製品を確認す
る
1. CodePipeline コンソールでパイプラインを表示し、出典ステージで詳細を選択します。コンソールで

ソース AWS CodeCommit リポジトリが開きます。[Edit (編集)] を選択し、ファイルの内容 (説明など) 
を変更します。

"Description": "Name of Amazon S3 bucket to hold and version website content"

2. 変更をコミットし、プッシュします。変更をプッシュした後、パイプラインが開始されます。パイプ
ラインの実行が完了したら、デプロイ段階で [詳細] を選択して製品を Service Catalog で開きます。

3. 製品情報で、新しいバージョン名を選択して製品テンプレートを開きます。デプロイされたテンプ
レートの変更を表示します。
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オプション 2: 設定ファイルを使用してService 
Catalog にデプロイする
この例では、S3AWS CloudFormation バケットのサンプルテンプレートファイルをアップロード
し、Service Catalog に製品を作成します。デプロイ設定を指定する個別の設定ファイルもアップロードし
ます。次に、パイプラインを作成し、設定ファイルの場所を指定します。

ステップ 1: サンプルテンプレートファイルをソースリポジトリ
にアップロードする
1. テキストエディタを開きます。以下のコードをファイルに貼り付けて、サンプルテンプレートを作成

します。S3_template.json という名前でファイルを保存します。

{ 
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09", 
  "Description": "CloudFormation Sample Template S3_Bucket: Sample template showing 
 how to create a privately accessible S3 bucket. **WARNING** This template creates an 
 S3 bucket. You will be billed for the resources used if you create a stack from this 
 template.", 
  "Resources": { 
    "S3Bucket": { 
      "Type": "AWS::S3::Bucket", 
      "Properties": {} 
    } 
  }, 
  "Outputs": { 
    "BucketName": { 
      "Value": { 
        "Ref": "S3Bucket" 
      }, 
      "Description": "Name of Amazon S3 bucket to hold website content" 
    } 
  }
}

AWS CloudFormationこのテンプレートを使用すると、Service Catalog で使用できる S3 バケットを
作成できます。

2. S3_template.json ファイルを AWS CodeCommit リポジトリにアップロードします。

ステップ 2: 製品デプロイ設定ファイルを作成する
1. テキストエディタを開きます。製品の設定ファイルを作成します。設定ファイルは、Service Catalog 

のデプロイパラメータ/プリファレンスを定義するために使用されます。パイプラインを作成するとき
に、このファイルを使用します。

このサンプルでは、ProductVersionName を「devops S3 v2」、ProductVersionDescription
を MyProductVersionDescription としています。テンプレートの変更を新しい製品バージョン
にデプロイする場合は、同じ製品の以前の製品バージョンで使用されていない製品バージョン名を入
力するだけです。

sample_config.json という名前でファイルを保存します。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "ProductVersionName": "devops S3 v2", 
    "ProductVersionDescription": "MyProductVersionDescription", 
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    "ProductType": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE", 
    "Properties": { 
        "TemplateFilePath": "/S3_template.json" 
    }
}

このファイルにより、パイプラインが実行されるたびに製品バージョン情報が作成されます。
2. sample_config.json ファイルを AWS CodeCommit リポジトリにアップロードします。必ずこの

ファイルはソースリポジトリにアップロードしてください。

ステップ 3: Service Catalog で製品を作成する
1. IT 管理者として、Service Catalog コンソールにサインインし、[製品] ページに移動して、[新しい製品

をアップロード] を選択します。
2. [新しい製品のアップロード] ページで、以下の手順を実行します。

a. [製品名] に、新しい製品に使用する名前を入力します。
b. [Description (説明)] に製品カタログの説明を入力します。この説明は製品リストに表示されて、

ユーザーが正しい製品を選択するのに役立ちます。
c. [提供元] に IT 部門または管理者の名前を入力します。
d. [Next] (次へ) を選択します。

3. (オプション) [サポート詳細の入力] に、製品サポートの連絡先情報を入力し、[次へ] を選択します。
4. [バージョンの詳細] に以下の情報を入力します。

a. [テンプレートファイルをアップロード] を選択します。S3_template.json ファイルを見つ
け、アップロードします。

b. [バージョンタイトル] に製品バージョンの名前 (devops S3 v2 など) を入力します。
c. [Description (説明)] に、このバージョンと他のバージョンを区別するための詳細を入力します。
d. [Next] (次へ) を選択します。

5. [Review (確認)] ページで、情報が正しいことを確認し、[Confirm and upload (確認してアップロード)] 
を選択します。

6. ブラウザの [製品] ページで、新しい製品の URL をコピーします。これには製品 ID が含まれていま
す。この製品 ID をコピーして保持します。この ID は CodePipeline でパイプラインを作成するときに
使用します。

以下に示しているのは、my-product という製品の URL です。製品 ID を抽出するには、等号 (=) 
とアンパサンド (&) との間の値をコピーします。この例では、製品 ID は prod-example123456 で
す。

https://<region-URL>/servicecatalog/home?region=<region>#/admin-products?
productCreated=prod-example123456&createdProductTitle=my-product

Note

ページから移動する前に、製品の URL をコピーします。このページから移動したら、CLI を
使用して製品 ID を取得する必要があります。

数秒後、製品が [製品] ページに表示されます。製品をリストに表示するには、ブラウザの更新が必要
になる場合があります。
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ステップ 4: パイプラインを作成する
1. パイプラインに名前を付け、パイプラインのパラメータを選択するには、以下の手順を実行します。

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

b. [Getting started (開始方法)] を選択します。[パイプラインの作成] を選択し、パイプラインの名前
を入力します。

c. サービスロールで、新しいサービスロールを選択して、IAM でサービスロールを作成できるよう
にします CodePipeline 。

d. [詳細設定] をデフォルト設定のままにし、[次へ] を選択します。
2. ソースステージを追加するには、以下の手順を実行します。

a. [ソースプロバイダ] で、AWS CodeCommit を選択します。
b. [リポジトリ名] と [ブランチ名] に、ソースアクションに使用するリポジトリとブランチを入力し

ます。
c. [Next] (次へ) を選択します。

3. [Add build stage (ビルドステージの追加)] で [Skip build stage (ビルドステージのスキップ)] を選択
し、もう一度 [スキップ] を選択して警告メッセージを受け入れます。

4. [Add deploy stage (デプロイステージの追加)] で、以下の手順を実行します。

a. [デプロイプロバイダ] で、[AWS Service Catalog] を選択します。
b. [設定ファイルの使用] を選択します。
c. 製品 ID に、Service Catalog コンソールからコピーした製品 ID を貼り付けます。
d. [Configuration file path (設定ファイルのパス)] に、リポジトリ内の設定ファイルのファイルパスを

入力します。
e. [Next] (次へ) を選択します。

5. [Review (確認)] で、パイプライン設定を確認し、[Create (作成)] を選択します。
6. パイプラインが正常に実行されたら、デプロイ段階で [詳細] を選択して製品を Service Catalog で開

きます。
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7. 製品情報で、バージョン名を選択して製品テンプレートを開きます。テンプレートのデプロイを表示
します。

ステップ 5: 変更をプッシュして Service Catalog で製品を確認す
る
1. CodePipeline コンソールでパイプラインを表示し、出典ステージで詳細を選択します。コンソールで

ソース AWS CodeCommit リポジトリが開きます。[Edit (編集)] を選択して、ファイルの内容 (説明な
ど) を変更します。

"Description": "Name of Amazon S3 bucket to hold and version website content"

2. 変更をコミットし、プッシュします。変更をプッシュした後、パイプラインが開始されます。パイプ
ラインの実行が完了したら、デプロイ段階で [詳細] を選択して製品を Service Catalog で開きます。

3. 製品情報で、新しいバージョン名を選択して製品テンプレートを開きます。デプロイされたテンプ
レートの変更を表示します。
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チュートリアル: AWS CloudFormation を使用して
パイプラインを作成する

この例では、AWS CloudFormation を使用して、ソースコードが変更されるたびにアプリケーションをイ
ンスタンスにデプロイするパイプラインを作成できるサンプルテンプレートが用意されています。このサ
ンプルテンプレートでは、AWS CodePipeline で表示できるパイプラインを作成します。パイプラインは 
Amazon CloudWatch Events を介して保存された変更の到着を検出します。

トピック
• 例 1: AWS CloudFormation を使用して AWS CodeCommit パイプラインを作成する (p. 88)
• 例 2 : AWS CloudFormation を使用して Amazon S3 パイプラインを作成します。 (p. 89)

例 1: AWS CloudFormation を使用して AWS 
CodeCommit パイプラインを作成する
このチュートリアルでは、AWS CloudFormationコンソールを使用して、サービスリポジトリに接続され
たパイプラインを含むインフラストラクチャを作成する方法を説明します。 CodeCommit このチュート
リアルでは、提供されたサンプルテンプレートファイルを使用して、Amazon CloudWatch Events ルール
などのアーティファクトストア、パイプライン、変更検出リソースを含むリソーススタックを作成しま
す。AWS CloudFormation でリソーススタックを作成したら、AWS CodePipeline コンソールでパイプラ
インを表示することができます。パイプラインは、 CodeCommit CodeDeploy サービスステージとデプロ
イステージの 2 つのステージパイプラインになります。

前提条件:

AWS CloudFormation サンプルテンプレートで使用する以下のリソースを作成しておく必要があります。

• ソースリポジトリを作成しておく必要があります。「チュートリアル: シンプルなパイプラインを作成す
る (CodeCommit リポジトリ) (p. 52)」で作成した AWS CodeCommit リポジトリを使用できます。

• CodeDeploy アプリケーションとデプロイグループを作成しておく必要があります。「チュートリアル: 
シンプルなパイプラインを作成する (CodeCommit リポジトリ) (p. 52)」で作成した CodeDeploy リ
ソースを使用できます。

• 以下のリンクのいずれかを選択して、パイプラインを作成するためのサンプル AWS CloudFormation テ
ンプレートファイルをダウンロードします。YAML | JSON

ファイルを解凍し、ローカルコンピュータに配置します。
• SampleApp_Linux.zip サンプルアプリケーションファイルをダウンロードします。

AWS CloudFormation でパイプラインを作成する

1. SampleApp_Linux.zip からファイルを解凍し、AWS CodeCommitリポジトリにファイルをアップロー
ドします。解凍したファイルをリポジトリのルートディレクトリにアップロードする必要がありま
す。「ステップ 2: CodeCommit レポジトリにサンプルコードを追加する (p. 53)」の指示に従っ
て、ファイルをリポジトリにプッシュできます。

2. AWS CloudFormation コンソールを開き、[スタックの作成] を選択します。[With new resources 
(standard)] (新しいリソースの使用 (標準)) を選択します。

3. [テンプレートを指定] で、[テンプレートをアップロード] を選択します。ファイルの選択を選択し、
ローカルコンピュータからテンプレートファイルを選択します。[Next] (次へ) を選択します。

4. [スタック名] に、パイプラインの名前を入力します。サンプルテンプレートで指定されたパラメータ
が表示されます。以下のパラメータを入力します。
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a. にApplicationName、 CodeDeployアプリケーションの名前を入力します。
b. にBetaFleet、 CodeDeploy デプロイグループの名前を入力します。
c. にBranchName、使用するリポジトリブランチを入力します。
d. にRepositoryName、 CodeCommit ソースリポジトリの名前を入力します。

5. [Next] (次へ) を選択します。以下のページのデフォルト値を受け入れ、[次へ] を選択します。
6. [機能] で [IAMAWS CloudFormation リソースが作成される可能性があることを確認] を選択し、[ス

タックの作成] を選択します。
7. スタックの作成が完了したら、イベントリストを表示して、エラーがないか確認します。

[Troubleshooting] (トラブルシューティング)

AWS CloudFormation でパイプラインを作成する IAM ユーザーには、パイプラインのリソースを作
成する追加のアクセス許可が必要な場合があります。 CodeCommitパイプラインに必要な Amazon 
CloudWatch EventsAWS CloudFormation リソースを作成するためには、ポリシーに以下の許可が必
要です。

{ 
     "Effect": "Allow", 
     "Action": [ 
        "events:PutRule", 
        "events:PutEvents", 
        "events:PutTargets", 
        "events:DeleteRule", 
        "events:RemoveTargets", 
        "events:DescribeRule" 
     ], 
     "Resource": "resource_ARN"
}

8. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/codepipeline/ 
CodePipeline  でコンソールを開きます。

[パイプライン] で、パイプラインを選択してから、[表示] を選択します。この図は、パイプラインの
ソースとデプロイのステージを示しています。

Note

作成されたパイプラインを確認するには、スタックの「リソース」タブの下にある「論理 
ID」AWS CloudFormation 列を探します。パイプラインの物理ID列の名前を書き留めておき
ます。では CodePipeline、スタックを作成したリージョンの同じ物理 ID (パイプライン名) 
のパイプラインを表示できます。

9. ソースリポジトリで、変更をコミットしてプッシュします。変更検出リソースが変更を受け取り、パ
イプラインが開始されます。

例 2 : AWS CloudFormation を使用して Amazon S3 パ
イプラインを作成します。
このチュートリアルでは、AWS CloudFormation コンソールを使用して、Amazon S3 ソースバケットに接
続したパイプラインを含むインフラストラクチャの作成方法を示します。このチュートリアルでは、提供
されたサンプルテンプレートファイルを使用して、Amazon CloudWatch Events ルールや CloudTrail Trail 
などのサービスバケット、アーティファクトストア、パイプライン、変更検出リソースを含むリソースス
タックを作成します。AWS CloudFormation でリソーススタックを作成したら、AWS CodePipeline コン
ソールでパイプラインを表示することができます。パイプラインは、Amazon S3 CodeDeploy ソースス
テージとデプロイステージの 2 つのステージパイプラインになります。
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前提条件:

AWS CloudFormation サンプルテンプレートで使用する以下のリソースを作成しておく必要があります。

• Amazon EC2 インスタンスを作成して、 CodeDeploy インスタンスにエージェントをインストールして
おく必要があります。 CodeDeploy アプリケーションとデプロイグループを作成しておく必要がありま
す。Amazon EC2 CodeDeploy とで作成したリソースを使用してくださいチュートリアル: シンプルなパ
イプラインを作成する (CodeCommit リポジトリ) (p. 52)。

• Amazon S3 サービスでパイプラインを作成するサンプル AWS CloudFormation テンプレートファイル
をダウンロードするには、次のリンクを選択します。
• パイプラインのサンプルテンプレートをダウンロードする: YAML | JSON
• CloudTrail バケットとトレイルのサンプルテンプレートをダウンロード:YAML | JSON
• ファイルを解凍し、ローカルコンピュータに配置します。

• SampleApp_Linux.zip からサンプルアプリケーションをダウンロードします。

.zip ファイルをローカルコンピューターに保存します。スタックの作成後、.zip ファイルをアップロー
ドします。

AWS CloudFormation でパイプラインを作成する

1. AWS CloudFormation コンソールを開き、[スタックの作成] を選択します。[With new resources 
(standard)] (新しいリソースの使用 (標準)) を選択します。

2. [テンプレートの選択] で、[テンプレートのアップロード] を選択します。ファイルの選択を選択し、
ローカルコンピュータからテンプレートファイルを選択します。[Next] (次へ) を選択します。

3. [スタック名] に、パイプラインの名前を入力します。サンプルテンプレートで指定されたパラメータ
が表示されます。以下のパラメータを入力します。

a. にApplicationName、 CodeDeploy アプリケーションの名前を入力します。DemoApplication
デフォルト名は置き換えることができます。

b. にBetaFleet、 CodeDeploy デプロイグループの名前を入力します。DemoFleet デフォルト名は
置き換えることができます。

c. [SourceObjectKey] に SampleApp_Linux.zip と入力します。このファイルは、テンプレートに
よってバケットとパイプラインが作成された後に、バケットにアップロードします。

4. [Next] (次へ) を選択します。以下のページのデフォルト値を受け入れ、[次へ] を選択します。
5. [機能] で [IAMAWS CloudFormation リソースが作成される可能性があることを確認] を選択し、[ス

タックの作成] を選択します。
6. スタックの作成が完了したら、イベントリストを表示して、エラーがないか確認します。

[Troubleshooting] (トラブルシューティング)

でパイプラインを作成している IAM ユーザーは、AWS CloudFormationパイプラインのリソース
を作成するために追加の権限を必要とする場合があります。で Amazon S3 パイプラインに必要な 
Amazon CloudWatch EventsAWS CloudFormation リソースを作成するためには、ポリシーに以下の
許可が必要です。

{ 
     "Effect": "Allow", 
     "Action": [ 
        "events:PutRule", 
        "events:PutEvents", 
        "events:PutTargets", 
        "events:DeleteRule", 
        "events:RemoveTargets", 
        "events:DescribeRule" 
     ], 
     "Resource": "resource_ARN"

API バージョン 2015-07-09
90

samples/codepipeline-s3-events-yaml.zip
samples/codepipeline-s3-events-json.zip
samples/codepipeline-s3-cloudtrail-yaml.zip
samples/codepipeline-s3-cloudtrail-json.zip
samples/SampleApp_Linux.zip


AWS CodePipeline ユーザーガイド
例 2 : AWS CloudFormation を使用して 

Amazon S3 パイプラインを作成します。

}

7. AWS CloudFormation の、スタックの [リソース] タブで、スタック用に作成されたリソースを表示し
ます。

Note

作成されたパイプラインを確認するには、スタックの「リソース」タブの下にある「論理 
ID」AWS CloudFormation 列を探します。パイプラインの物理ID列の名前を書き留めておき
ます。では CodePipeline、スタックを作成したリージョンの同じ物理 ID (パイプライン名) 
のパイプラインを表示できます。

名前に sourcebucket ラベルが付いた S3 バケットを選択します (s3-cfn-codepipeline-
sourcebucket-y04EXAMPLE. など)。パイプラインアーティファクトバケットは選択しないでくだ
さい。

リソースは AWS CloudFormation によって新しく作成されたため、ソースバケットは空で
す。Amazon S3 コンソールを開き、sourcebucket バケットを見つけます。[アップロード] を選択
し、指示に従って SampleApp_Linux.zip .zip ファイルをアップロードします。

Note

Amazon S3 がパイプラインのサービスプロバイダである場合、すべてのサービスファイルを 
1 つの .zip ファイルとしてパッケージ化したバケットにアップロードする必要があります。
それ以外の場合、ソースアクションは失敗します。

8. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/codepipeline/ 
CodePipeline  でコンソールを開きます。

[パイプライン] で、パイプラインを選択してから、[表示] を選択します。この図は、パイプラインの
ソースとデプロイのステージを示しています。

9. AWS CloudTrail リソースを作成するには、以下の手順を実行します。

AWS CloudFormation で AWS CloudTrail リソースを作成する

1. AWS CloudFormation コンソールを開き、[スタックの作成] を選択します。
2. [テンプレートの選択] で、[テンプレートを Amazon S3 にアップロード] を選択します。[参照] を選

択して、ローカルコンピュータから AWS CloudTrail リソースのテンプレートファイルを選択しま
す。[Next] (次へ) を選択します。

3. [スタックの名前] にリソーススタックの名前を入力します。サンプルテンプレートで指定されたパラ
メータが表示されます。以下のパラメータを入力します。

• ではSourceObjectKey、サンプルアプリケーションの zip ファイルのデフォルトをそのまま使用し
ます。

4. [Next] (次へ) を選択します。以下のページのデフォルト値を受け入れ、[次へ] を選択します。
5. [機能] で [IAMAWS CloudFormation リソースが作成される可能性があることを確認] を選択し、[作成] 

を選択します。
6. スタックの作成が完了したら、イベントリストを表示して、エラーがないか確認します。

で Amazon S3AWS CloudFormation CloudTrail パイプラインに必要なリソースを作成するためには、
ポリシーに以下の許可が必要です。

{ 
     "Effect": "Allow", 
     "Action": [ 
        "cloudtrail:CreateTrail", 
        "cloudtrail:DeleteTrail", 
        "cloudtrail:StartLogging", 
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        "cloudtrail:StopLogging", 
        "cloudtrail:PutEventSelectors" 
     ], 
     "Resource": "resource_ARN"
}

7. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/codepipeline/ 
CodePipeline  でコンソールを開きます。

[パイプライン] で、パイプラインを選択してから、[表示] を選択します。この図は、パイプラインの
ソースとデプロイのステージを示しています。

8. ソースバケットで、変更をコミットしてプッシュします。変更検出リソースが変更を受け取り、パイ
プラインが開始されます。

チュートリアル: AWS CloudFormation デプロイア
クションの変数を使用するパイプラインを作成する

このチュートリアルでは、AWS CodePipeline コンソールでデプロイアクションを使用してパイプライ
ンを作成します。パイプラインが実行されると、テンプレートはスタックを作成し、さらに outputs
ファイルを作成します。スタックテンプレートによって生成される出力は、 CodePipeline の AWS 
CloudFormation アクションによって生成される変数です。

テンプレートからスタックを作成するアクションに、変数の名前空間を指定します。outputs ファイル
によって生成された変数は、以降のアクションで使用できます。次の例では、AWS CloudFormation アク
ションによって生成された StackName 変数に基づいて変更セットを作成します。手動承認の後で、変
更セットを実行し、StackName 変数に基づいてスタックを削除するスタック削除アクションを作成しま
す。

トピック
• 前提条件:AWS CloudFormationサービスロールと CodeCommit リポジトリを作成します。 (p. 92)
• ステップ 1: AWS CloudFormation のサンプルテンプレートをダウンロード、編集、アップロードす

る (p. 93)
• ステップ 2: パイプラインを作成する (p. 93)
• ステップ 3: 変更セットを作成するための AWS CloudFormation デプロイアクションを追加す

る (p. 95)
• ステップ 4: 手動承認アクションを追加する (p. 96)
• ステップ 5: CloudFormation 変更セットを実行するデプロイアクションを追加する (p. 96)
• ステップ 6: CloudFormation スタックを削除するデプロイアクションを追加する (p. 97)

前提条件:AWS CloudFormationサービスロールと 
CodeCommit リポジトリを作成します。
以下のものを用意しておく必要があります。

• CodeCommit リポジトリ。「チュートリアル: シンプルなパイプラインを作成する (CodeCommit リポジ
トリ) (p. 52)」で作成した AWS CodeCommit リポジトリを使用できます。

• 次の例では、テンプレートから Amazon DocumentDB スタックを作成します。Amazon DocumentDB で
次のアクセス許可を持つ AWS Identity and Access Management サービスロールを作成するには、AWS 
CloudFormation (IAM) を使用する必要があります。

"rds:DescribeDBClusters",
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"rds:CreateDBCluster",
"rds:DeleteDBCluster",
"rds:CreateDBInstance"

ステップ 1: AWS CloudFormation のサンプルテンプ
レートをダウンロード、編集、アップロードする
AWS CloudFormationサンプルテンプレートファイルをダウンロードし、 CodeCommit リポジトリにアッ
プロードします。

1. リージョンのサンプルテンプレートページに移動します。例えば、us-west-2 のページは https:// 
docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/sample-templates-services-us-
west-2.html にあります。Amazon DocumentDB で、Amazon DocumentDB クラスターのテンプレー
トをダウンロードします。ファイル名は documentdb_full_stack.yaml です。

2. documentdb_full_stack.yaml ファイルを解凍し、テキストエディタで開きます。以下の変更を
加えます。

a. 次の例では、テンプレートの Parameters セクションに次の Purpose: パラメータを追加しま
す。

  Purpose: 
    Type: String 
    Default: testing 
    AllowedValues: 
      - testing 
      - production 
    Description: The purpose of this instance.

b. 次の例では、テンプレートの Outputs: セクションに次の StackName 出力を追加します。

  StackName: 
    Value: !Ref AWS::StackName

3. テンプレートファイルを AWS CodeCommit リポジトリにアップロードします。解凍および編集した
テンプレートファイルを、リポジトリのルートディレクトリにアップロードする必要があります。

CodeCommit コンソールを使用してファイルをアップロードするには:

a. CodeCommit コンソールを開き、リポジトリリストから自分のリポジトリを選択します。
b. [Add file]、[Upload file] の順に選択します。
c. [ファイルの選択] を選択し、ファイルを参照します。ユーザー名とメールアドレスを入力して、

変更をコミットします。[Commit changes] (変更のコミット) を選択します。

ファイルは、リポジトリのルートレベルに次のように表示されます。

documentdb_full_stack.yaml

ステップ 2: パイプラインを作成する
このセクションでは、次のアクションを使用してパイプラインを作成します。

• CodeCommit アクションを含むソースステージ。ソースアーティファクトはテンプレートファイルで
す。
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• デプロイステージでの AWS CloudFormation デプロイアクション。

ウィザードによって作成されたソースステージとデプロイステージの各アクションには、変数の名前空間
として SourceVariables、DeployVariables がそれぞれ割り当てられます。アクションには名前空間
が割り当てられるため、この例で設定した変数はダウンストリームアクションで使用可能になります。詳
細については、「可変 (p. 573)」を参照してください。

ウィザードを使用してパイプラインを作成するには

1. にサインインしてAWS Management Console、http://console.aws.amazon.com/codesuite/
codepipeline/home CodePipeline  でコンソールを開きます。

2. [ようこそ] ページ、[Getting started] (開始方法) ページ、または [パイプライン] ページで、[パイプライ
ンの作成] を選択します。

3. [ステップ 1: パイプラインの設定を選択する] の [パイプライン名] に「MyCFNDeployPipeline」と
入力します。

4. [Service role (サービスロール)] で、次のいずれかの操作を行います。

• New service role を選択して、IAM CodePipeline でのサービスロールの作成を許可します。
• [Existing service role (既存のサービスロール)] を選択します。[ロール名] で、リストからサービス

ロールを選択します。
5. アーティファクトストア:

a. パイプライン用に選択したリージョンのパイプラインに、デフォルトとして指定された Amazon 
S3 アーティファクトバケットなどのデフォルトのアーティファクトストアを使用するには、デ
フォルトの場所 を選択します。

b. Amazon S3 アーティファクトバケットなどのアーティファクトストアがパイプラインと同じリー
ジョンに既に存在する場合は、カスタムの場所 を選択します。

Note

これはソースコードのソースバケットではありません。パイプラインのアーティファクトス
トアです。パイプラインごとに S3 バケットなどの個別のアーティファクトストアが必要で
す。パイプラインを作成または編集する場合は、パイプラインリージョンにアーティファ
クトバケットが必要であり、アクションを実行する AWS リージョンごとに 1 つのアーティ
ファクトバケットが必要です。
詳細については、入力および出力アーティファクト (p. 14) および CodePipeline パイプライ
ン構造リファレンス (p. 469) を参照してください。

[次へ] を選択します。
6. [ステップ 2: ソースステージを追加する] で次の操作を行います

a. [ソースプロバイダ] で、AWS CodeCommit を選択します。
b. リポジトリ名で、 CodeCommit で作成したリポジトリの名前を選択しますステップ 1: 

CodeCommit レポジトリを作成する (p. 52)。
c. [Branch name] で、最新のコード更新を含むブランチの名前を選択します。

リポジトリ名とブランチを選択した後、このパイプラインのために作成される Amazon CloudWatch 
Events ルールが表示されます。

[Next] (次へ) を選択します。
7. [Step 3: Add build stage] (ステップ 3: ビルドステージを追加する) で、[Skip build stage] (ビルドス

テージのスキップ) を選択し、もう一度 [スキップ] を選択して警告メッセージを受け入れます。

[Next] (次へ) を選択します。
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8. ステップ 4: デプロイステージを追加する:

a. [アクション名] で、[デプロイ] をクリックします。[デプロイプロバイダ] で、[CloudFormation] を
選択します。

b. [アクションモード] で、[スタックを作成または更新する] をクリックします。
c. [スタック名] に、スタックの名前を入力します。これは、テンプレートが作成するスタックの名

前です。
d. [出力ファイル名] に、出力ファイルの名前 (outputs など) を入力します。これは、スタックの作

成後にアクションによって作成されるファイルの名前です。
e. [Advanced] を展開します。[パラメータの上書き] で、テンプレートの上書きをキーと値のペアと

して入力します。例えば、このテンプレートには、次の上書きが必要です。

{
"DBClusterName": "MyDBCluster",
"DBInstanceName": "MyDBInstance",
"MasterUser": "UserName",
"MasterPassword": "Password",
"DBInstanceClass": "db.r4.large",
"Purpose": "testing"}

上書きを入力しない場合、テンプレートはスタックをデフォルト値で作成します。
f. [Next] (次へ) を選択します。
g. [パイプラインの作成] を選択します。パイプラインの実行を許可します。2 つのステージで構成

されたパイプラインが完成し、他のステージを追加する準備が整いました。

ステップ 3: 変更セットを作成するための AWS 
CloudFormation デプロイアクションを追加する
手動承認アクションの前に変更セットを作成することを AWS CloudFormation に許可するアクションをパ
イプラインに作成します。

1. https://console.aws.amazon.com/codepipeline/ CodePipeline  でコンソールを開きます。

[パイプライン] で、パイプラインを選択してから、[表示] を選択します。この図は、パイプラインの
ソースとデプロイのステージを示しています。

2. [編集] モードで、パイプラインを編集するか、引き続きパイプラインを表示するかを選択します。
3. Deploy ステージの編集を選択します。
4. 前のアクションで作成されたスタックの変更セットを作成するデプロイアクションを追加します。こ

のアクションは、ステージ内の既存のアクションの後に追加します。

a. [アクション名] に、「Change_Set」と入力します。アクションプロバイダーで、を選択しま
すAWS CloudFormation。

b. 入力アーティファクトで、を選択しますSourceArtifact。
c. [Action mode] (アクションモード) で [Create or replace a change set] (変更セットの作成または置

換) を選択します。
d. [スタック名] に、次のように変数の構文を入力します。これは、変更セットを作成する対象のス

タックの名前です。アクションには、デフォルトの名前空間 DeployVariables が割り当てられ
ます。

#{DeployVariables.StackName}

e. [変更セット名] に、変更セットの名前を入力します。
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my-changeset

f. [パラメータの上書き] で、Purpose パラメータを testing から production に変更します。

{
"DBClusterName": "MyDBCluster",
"DBInstanceName": "MyDBInstance",
"MasterUser": "UserName",
"MasterPassword": "Password",
"DBInstanceClass": "db.r4.large",
"Purpose": "production"}

g. [完了] をクリックしてアクションを保存します。

ステップ 4: 手動承認アクションを追加する
パイプラインで手動承認アクションを作成します。

1. [編集] モードで、パイプラインを編集するか、引き続きパイプラインを表示するかを選択します。
2. Deploy ステージの編集を選択します。
3. 変更セットを作成するデプロイアクションの後に、手動承認アクションを追加します。このアクショ

ンを使用すると、パイプラインで変更セットを実行する前に、AWS CloudFormation で作成したリ
ソース変更セットを確認できます。

ステップ 5: CloudFormation 変更セットを実行するデ
プロイアクションを追加する
手動承認アクションの後に変更セットを実行することを AWS CloudFormation に許可するアクションをパ
イプラインに作成します。

1. https://console.aws.amazon.com/codepipeline/ CodePipeline  でコンソールを開きます。

[パイプライン] で、パイプラインを選択してから、[表示] を選択します。この図は、パイプラインの
ソースとデプロイのステージを示しています。

2. [編集] モードで、パイプラインを編集するか、引き続きパイプラインを表示するかを選択します。
3. Deploy ステージの編集を選択します。
4. 前の手動アクションで承認された変更セットを実行するデプロイアクションを追加します。

a. [アクション名] に、「Execute_Change_Set」と入力します。アクションプロバイダーで、を選択
しますAWS CloudFormation。

b. 入力アーティファクトで、を選択しますSourceArtifact。
c. [Action mode] (アクションモード) で、 [Execute a change set] (変更セットの実行) を選択しま

す。
d. [スタック名] に、次のように変数の構文を入力します。これは、変更セットを作成する対象のス

タックの名前です。

#{DeployVariables.StackName}

e. [変更セット名] に、前のアクションで作成した変更セットの名前を入力します。
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my-changeset

f. [完了] をクリックしてアクションを保存します。
g. パイプラインの実行を続行します。

ステップ 6: CloudFormation スタックを削除するデプ
ロイアクションを追加する
出力ファイルの変数からスタック名を取得し、スタックを削除することを AWS CloudFormation に許可す
る最後のアクションをパイプラインに作成します。

1. https://console.aws.amazon.com/codepipeline/ CodePipeline  でコンソールを開きます。

[パイプライン] で、パイプラインを選択してから、[表示] を選択します。この図は、パイプラインの
ソースとデプロイのステージを示しています。

2. パイプラインの編集を選択します。
3. Deploy ステージの編集を選択します。
4. スタックを削除するデプロイアクションを追加します。

a. [アクション名] で、を選択しますDeleteStack。[デプロイプロバイダ] で、[CloudFormation] を選
択します。

b. [アクションモード] で、[スタックを削除する] をクリックします。
c. [スタック名] に、次のように変数の構文を入力します。これは、アクションで削除するスタック

の名前です。
d. [完了] をクリックしてアクションを保存します。
e. [保存] をクリックしてポリシーを保存します。

パイプラインは保存すると実行されます。

チュートリアル: 「」に進んでください。 
CodePipeline

このチュートリアルでは、完全なものを作成するのに役立ちます end-to-end Amazon ECS による継続的
デプロイ (CD) パイプライン CodePipeline。

Note

このチュートリアルでは、以下の Amazon ECS 標準デプロイアクションについて説明しま
す。 CodePipeline。Amazon ECS を使用するチュートリアルでは、 CodeDeploy Blue/Green 
Deployment アクション CodePipeline、... を参照してください。チュートリアル:Amazon ECR 
ソース、ECS-DeployCodeDeploy 間のデプロイでパイプラインを作成する (p. 103)。

前提条件
このチュートリアルで CD パイプラインを作成する前に、いつくかのリソースを用意する必要がありま
す。使用を開始するために必要なものは以下のとおりです。
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Note

これらのすべてのリソースを、同じ AWS リージョン内に作成する必要があります。

• ソースコントロールリポジトリ (このチュートリアルでは、 CodeCommit) を Dockerfile およびアプリ
ケーションリソースと共に使用します。詳細については、次を参照してください。の作成 CodeCommit
リポジトリ()AWS CodeCommitユーザーガイド。

• Dockerfile およびアプリケーションソースから作成したイメージを含む Docker イメージリポジトリ 
(このチュートリアルでは Amazon ECR を使用します)。詳細については、Amazon Elastic Container 
Registry ユーザーガイド の「リポジトリの作成」と「イメージをプッシュする」を参照してください。

• イメージリポジトリでホストされた Docker イメージを参照する Amazon ECS タスク定義。詳細につい
ては、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイド の「タスク定義の作成」を参照してくだ
さい。

Important

のAmazon ECS 標準デプロイアクション CodePipeline Amazon ECS サービスが使用するリビ
ジョンに基づいて、タスク定義の独自のリビジョンを作成します。Amazon ECS サービスを
更新せずにタスク定義の新しいリビジョンを作成すると、デプロイアクションはこれらのリビ
ジョンを無視します。

このチュートリアルで使用するタスク定義の例を以下に示します。name と family に使用する値は、
ビルド仕様ファイルのために次のステップで使用します。

{ 
  "ipcMode": null, 
  "executionRoleArn": "role_ARN", 
  "containerDefinitions": [ 
    { 
      "dnsSearchDomains": null, 
      "environmentFiles": null, 
      "logConfiguration": { 
        "logDriver": "awslogs", 
        "secretOptions": null, 
        "options": { 
          "awslogs-group": "/ecs/hello-world", 
          "awslogs-region": "us-west-2", 
          "awslogs-stream-prefix": "ecs" 
        } 
      }, 
      "entryPoint": null, 
      "portMappings": [ 
        { 
          "hostPort": 80, 
          "protocol": "tcp", 
          "containerPort": 80 
        } 
      ], 
      "command": null, 
      "linuxParameters": null, 
      "cpu": 0, 
      "environment": [], 
      "resourceRequirements": null, 
      "ulimits": null, 
      "dnsServers": null, 
      "mountPoints": [], 
      "workingDirectory": null, 
      "secrets": null, 
      "dockerSecurityOptions": null, 
      "memory": null, 
      "memoryReservation": 128, 
      "volumesFrom": [], 
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      "stopTimeout": null, 
      "image": "image_name", 
      "startTimeout": null, 
      "firelensConfiguration": null, 
      "dependsOn": null, 
      "disableNetworking": null, 
      "interactive": null, 
      "healthCheck": null, 
      "essential": true, 
      "links": null, 
      "hostname": null, 
      "extraHosts": null, 
      "pseudoTerminal": null, 
      "user": null, 
      "readonlyRootFilesystem": null, 
      "dockerLabels": null, 
      "systemControls": null, 
      "privileged": null, 
      "name": "hello-world" 
    } 
  ], 
  "placementConstraints": [], 
  "memory": "2048", 
  "taskRoleArn": null, 
  "compatibilities": [ 
    "EC2", 
    "FARGATE" 
  ], 
  "taskDefinitionArn": "ARN", 
  "family": "hello-world", 
  "requiresAttributes": [], 
  "pidMode": null, 
  "requiresCompatibilities": [ 
    "FARGATE" 
  ], 
  "networkMode": "awsvpc", 
  "cpu": "1024", 
  "revision": 1, 
  "status": "ACTIVE", 
  "inferenceAccelerators": null, 
  "proxyConfiguration": null, 
  "volumes": []
}

• 前に説明したタスク定義を使用するサービスを実行する Amazon ECS クラスター。詳細について
は、Amazon Simple Queue Serviceデベロッパーガイド の クラスターの作成 と サービスの作成 を参照
してください。

これらの前提条件を満たした後、チュートリアルに進んで CD パイプラインを作成できます。

ステップ 1: ソースリポジトリへのビルド仕様ファイ
ルの追加
このチュートリアルではを使用しています。 CodeBuild Docker イメージを構築し、Amazon ECR にイ
メージをプッシュします。buildspec.yml ファイルをソースコードリポジトリに追加して CodeBuild に
処理方法を指示します。ビルド仕様の以下の例では、次のように動作します。

• プレビルドステージ:
• Amazon ECR にログインします。
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• リポジトリ URI を ECR イメージに設定して、ソースの Git コミット ID の最初の 7 文字を使用するイ
メージタグを追加します。

• ビルドステージ:
• Docker イメージを作成し、イメージに latest と Git コミット ID の両方をタグ付けします。

• ポストビルドステージ:
• 両方のタグを持った ECR リポジトリにイメージをプッシュします。
• Amazon ECS サービスのコンテナ名およびイメージとタグがあるビルドのルートに
imagedefinitions.json という名前のファイルを作成します。CD パイプラインのデプロイステー
ジでこの情報を使用してサービスのタスク定義の新しいリビジョンを作成し、新しいタスク定義を使
用してサービスを更新します。imagedefinitions.json ファイルは ECS ジョブワーカーに必須で
す。

このサンプルテキストを貼り付けて、buildspec.yml ファイルを使用して、イメージとタスク定義の値
を置き換えます。

version: 0.2

phases: 
  pre_build: 
    commands: 
      - echo Logging in to Amazon ECR... 
      - aws --version 
      - aws ecr get-login-password --region $AWS_DEFAULT_REGION | docker login --username 
 AWS --password-stdin 012345678910.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com 
      - REPOSITORY_URI=012345678910.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/hello-world 
      - COMMIT_HASH=$(echo $CODEBUILD_RESOLVED_SOURCE_VERSION | cut -c 1-7) 
      - IMAGE_TAG=${COMMIT_HASH:=latest} 
  build: 
    commands: 
      - echo Build started on `date` 
      - echo Building the Docker image... 
      - docker build -t $REPOSITORY_URI:latest . 
      - docker tag $REPOSITORY_URI:latest $REPOSITORY_URI:$IMAGE_TAG 
  post_build: 
    commands: 
      - echo Build completed on `date` 
      - echo Pushing the Docker images... 
      - docker push $REPOSITORY_URI:latest 
      - docker push $REPOSITORY_URI:$IMAGE_TAG 
      - echo Writing image definitions file... 
      - printf '[{"name":"hello-world","imageUri":"%s"}]' $REPOSITORY_URI:$IMAGE_TAG > 
 imagedefinitions.json
artifacts: 
    files: imagedefinitions.json

このチュートリアルで使用する Amazon ECS サービスで、前提条件 (p. 97) で提供されているサンプ
ルタスクの定義に合わせてビルド仕様が書き込まれています。REPOSITORY_URI 値は image リポジトリ 
(イメージタグなし) に対応し、ファイルの末尾近くの hello-world 値はサービスのタスク定義のコンテ
ナ名に対応します。

ソースリポジトリに buildspec.yml ファイルを追加するには

1. テキストエディタを開き、上記のビルド仕様をコピーして新しいファイルに貼り付けます。
2. REPOSITORY_URI の値 (012345678910.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/hello-world) 

を、Docker イメージの自分の Amazon ECR リポジトリ URI (イメージタグなし) に置き換えま
す。hello-world を、Docker イメージを参照するサービスのタスク定義のコンテナ名に置き換えま
す。

3. ソースリポジトリに buildspec.yml ファイルをコミットし、プッシュします。
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a. ファイルを追加します。

git add .

b. 変更をコミットします。

git commit -m "Adding build specification."

c. コミットをプッシュします。

git push

ステップ 2: 継続的デプロイパイプラインの作成
を使用する CodePipeline ウィザードを使用して、パイプラインステージを作成し、ソースリポジトリを 
ECS サービスに接続します。

パイプラインを作成するには

1. を開きます。 CodePipeline のコンソールhttps://console.aws.amazon.com/codepipeline/。
2. [Welcome (ようこそ)] ページで、[Create pipeline (パイプラインの作成)] を選択します。

初めて使用する場合 CodePipeline、代わりに紹介ページが表示されますようこそ。[今すぐ始める] を
選択します。

3. 上にステップ 1: [Name] (名前)のページ、のページパイプライン名で、パイプラインの名前を入力
し、次。このチュートリアルでは、パイプライン名は hello-world です。

4. 上にステップ 2: ソースステージを追加のページ、のページソースプロバイダー、選択してください
AWS CodeCommit。

a. [Repository name (リポジトリ名)] で、パイプラインのソース場所として使用する CodeCommit 
リポジトリの名前を選択します。

b. [ブランチ名] で使用するブランチを選択し、[Next (次へ)] を選択します。
5. 上にステップ 3: ビルドステージを追加するのページ、のページビルドプロバイダー選ぶAWS 

CodeBuild「」に進んでください。プロジェクトの作成。

a. [Project name] では、ビルドプロジェクトに一意の名前を選択します。このチュートリアルで
は、プロジェクト名は hello-world です。

b. [環境イメージ] で、[Managed image (マネージド型イメージ)] を選択します。
c. [オペレーティングシステム] で、[Amazon Linux 2] を選択します。
d. [ランタイム] で、[Standard (標準)] を選択します。
e. にとってイメージ、選択してくださいaws/codebuild/amazonlinux2-x86_64-

standard:3.0。
f. [イメージバージョン] と [環境タイプ] には、既定値を使用します。
g. [Enable this flag if you want to build Docker images or want your builds to get elevated privileges 

(Docker イメージを構築する場合、またはビルドで昇格された権限を取得する場合は、このフラ
グを有効にする)] を選択します。

h. 選択解除CloudWatch ログ。アドバンスト の拡張を必要とする場合があります。
i. 選択してください「」に進んでください CodePipeline。
j. [Next] (次へ) を選択します。
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Note

ウィザードは CodeBuild ビルドプロジェクトのサービスロール。Codebuild-build-
project-name-サービスロール。このロール名を書き留めます。これには後で Amazon 
ECR アクセス権限を追加します。

6. 上にステップ 4: デプロイステージを追加のページ、のページデプロイプロバイダー、選択してくださ
いAmazon ECS。

a. [Cluster name (クラスター名)] で、サービスが実行されている Amazon ECS クラスターを選択し
ます。このチュートリアルでは、クラスターは default です。

b. [サービス名] で更新するサービスを選択し、[Next (次へ)] を選択します。このチュートリアルで
は、サービス名は hello-world です。

7. 上にステップ 5: 確認「」に進んでください。パイプラインの設定を確認して、パイプラインを作成し
ます。パイプラインを作成します。

Note

これでパイプラインが作成され、さまざまなパイプラインステージを通して実行を試みま
す。ただし、デフォルト CodeBuild ウィザードによって作成されたロールには、に含まれ
るコマンドのすべてを実行するアクセス権限がありません。buildspec.ymlファイルなの
で、ビルドステージは失敗します。次のセクションで、ビルドステージのアクセス権限を追
加します。

ステップ 3: 「」に進んでください。 CodeBuildロール
- CodePipeline ウィザードは、の IAM ロールを作成しました。 CodeBuild ビルドプロジェクト、というの
ビルドCodebuild-build-project-name-サービスロール。このチュートリアルでは、名前はcodebuild-
hello-world-service-ロール。buildspec.yml ファイルは Amazon ECR API オペレーションの呼び出しを
実行するため、これらの Amazon ECR コールを行うアクセス権限を許可するポリシーがロールに必要で
す。以下の手順では、適切なアクセス権限をロールにアタッチします。

「」に進んでください。 CodeBuild 役割

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. 左のナビゲーションペインで、[Roles (ロール)] を選択します。
3. 検索ボックスに「」と入力します。Codebuild-そして、によって作成されたロールを選択してくだ

さい CodePipeline ウィザード。このチュートリアルでは、ロール名はcodebuild-hello-world-service-
ロール。

4. [Summary (概要)] ページで、[Attach policy (ポリシーのアタッチ)] を選択します。
5. の左側にあるボックスを選択します。AmazonEC2ContainerRegistryPowerUserポリシー、そして選択

してくださいポリシーのアタッチ。

ステップ 4: パイプラインのテスト
パイプラインには実行に必要なものがすべて揃っているはずです end-to-end ネイティブAWS継続デプロ
イ。次は、コードの変更をソースリポジトリにプッシュすることで機能をテストします。

パイプラインをテストするには

1. 設定済みソースリポジトリにコード変更を行い、変更をコミットしてプッシュします。
2. を開きます。 CodePipeline のコンソールhttps://console.aws.amazon.com/codepipeline/。
3. リストからパイプラインを選択します。
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DeployCodeDeploy 間のデプロイでパイプラインを作成する

4. ステージを通してパイプラインの進行状況を監視します。パイプラインが終了し、Amazon ECS サー
ビスがコード変更から作成された Docker イメージを実行することを確認します。

チュートリアル:Amazon ECR ソース、ECS-
DeployCodeDeploy 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では、AWS CodePipeline で、Dockerイメージをサポートする blue/green のデプロイ
を使用してコンテナアプリケーションをデプロイするパイプラインを構成します。Blue/Green デプロイで
は、古いバージョンと一緒に新しいバージョンのアプリケーションを起動し、トラフィックを再ルーティ
ングする前に新しいバージョンをテストできます。また、デプロイプロセスをモニタリングし、問題があ
る場合は迅速にロールバックすることもできます。

Note

このチュートリアルでは、Amazon ECS から CodeDeploy Blue/Green デプロイアクションにつ
いて説明します CodePipeline。で Amazon ECS スタンダードデプロイアクションを使用する
チュートリアルについては CodePipeline、を参照してくださいチュートリアル: 「」に進んでく
ださい。 CodePipeline (p. 97)。

完了したパイプラインは、Amazon ECR CodeDeploy などのイメージリポジトリに保存されているイメー
ジへの変更を検出し、トラフィックを Amazon ECS クラスターとロードバランサーにルーティングおよ
びデプロイします。 CodeDeploy リスナーを使用して、 AppSpec ファイルで指定し更新されたコンテナ
のポートにトラフィックを再ルーティングします。ロードバランサー、製造リスナー、ターゲットグルー
プ、Amazon ECS アプリケーションが青/緑のデプロイでどのように使用されるかについては、チュートリ
アル：Amazon ECS サービスのデプロイ を参照してください。

また、Amazon ECS CodeCommit タスク定義が保存されているソースロケーションを使用するようにパイ
プラインを設定することもできます。このチュートリアルでは、これらの AWS リソースをそれぞれ設定
してから、各リソースのアクションを含むステージでパイプラインを作成します。

ソースコードが変更されたり、新しいベースイメージが Amazon ECR にアップロードしたときは、継続的
デリバリーパイプラインが自動的にコンテナイメージを構築してデプロイします。

このフローでは、次のアーティファクトを使用します。

• Amazon ECR イメージリポジトリのコンテナ名とリポジトリ URI を指定する Docker イメージファイ
ル。

• Docker イメージ名、コンテナ名、Amazon ECS サービス名、およびロードバランサーの設定を一覧表
示する Amazon ECS タスク定義。

• Amazon ECS CodeDeploy AppSpec タスク定義ファイルの名前、更新されたアプリケーションのコン
テナの名前、 CodeDeployおよび生産トラフィックを再ルーティングするコンテナポートを指定する
ファイル。デプロイライフサイクルイベントフック中に実行できるオプションのネットワーク設定と 
Lambda 関数も指定できます。

Note

Amazon ECR イメージリポジトリへの変更をコミットすると、パイプラインソースアクションは
そのコミット用に imageDetail.json ファイルを作成します。imageDetail.json ファイル
の詳細については、「Amazon ECS Blue/Green デプロイアクション用の imageDetail.json ファイ
ル (p. 569)」を参照してください。

パイプラインを作成または編集し、デプロイステージのソースアーティファクトを更新または指定すると
きは、使用する最新の名前とバージョンのソースアーティファクトを必ず指してください。パイプライン
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前提条件

を設定した後、イメージまたはタスク定義を変更したら、リポジトリ内のソースアーティファクトファイ
ルを更新してから、パイプラインのデプロイステージを編集する必要があります。

トピック
• 前提条件 (p. 104)
• ステップ 1: イメージを作成して Amazon ECR リポジトリにプッシュする (p. 104)
• ステップ 2: AppSpec CodeCommit タスク定義とソースファイルを作成してリポジトリにプッシュす

る (p. 105)
• ステップ 3: Application Load Balancer とターゲットグループを作成する  (p. 108)
• ステップ 4: Amazon ECS クラスターとサービスを作成する (p. 110)
• ステップ 5: CodeDeploy アプリケーションとデプロイグループを作成する (ECS コンピューティング

プラットフォーム) (p. 111)
• ステップ 6: パイプラインを作成する  (p. 112)
• ステップ 7: パイプラインに変更を加えてデプロイを確認する (p. 115)

前提条件
以下のリソースがすでに作成されている必要があります。

• CodeCommit リポジトリ。「チュートリアル: シンプルなパイプラインを作成する (CodeCommit リポジ
トリ) (p. 52)」で作成した AWS CodeCommit リポジトリを使用できます。

• このチュートリアルに示すように、Amazon EC2 Linux インスタンスを起動し、Docker をインストール
してイメージを作成します。使用するイメージがすでにある場合、この前提条件は省略できます。

ステップ 1: イメージを作成して Amazon ECR リポジ
トリにプッシュする
このセクションでは、Docker を使用してイメージを作成してから、AWS CLI を使用して Amazon ECR リ
ポジトリを作成し、そのイメージをリポジトリにプッシュします。

Note

使用するイメージがすでにある場合、このスキップは省略できます。

イメージを作成するには

1. Docker がインストールされている Linux インスタンスにサインインします。

nginx のイメージをプルダウンから選択します。nginx:latestこのコマンドは次の画像を提供しま
す。

docker pull nginx

2. docker images を実行します。リストにイメージが表示されます.。

docker images

Amazon ECR リポジトリを作成してイメージをプッシュするには

1. イメージを保存する Amazon ECR リポジトリを作成します。出力の repositoryUri を書き留めま
す。
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aws ecr create-repository --repository-name nginx

出力:

{ 
    "repository": { 
        "registryId": "aws_account_id", 
        "repositoryName": "nginx", 
        "repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-east-1:aws_account_id:repository/nginx", 
        "createdAt": 1505337806.0, 
        "repositoryUri": "aws_account_id.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/nginx" 
    }
}

2. 前のステップの repositoryUri でイメージをタグ付けします。

docker tag nginx:latest aws_account_id.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/nginx:latest

3. us-west-2 リージョンのこの例に示すように、aws ecr get-login-password コマンドを実行します。

aws ecr get-login-password --region us-west-2 | docker login --username AWS --password-
stdin ACCOUNT_ID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/nginx

4. 前のステップの repositoryUri を使用して、Amazon ECR にイメージをプッシュします。

docker push aws_account_id.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/nginx:latest

ステップ 2: AppSpec CodeCommit タスク定義とソー
スファイルを作成してリポジトリにプッシュする
このセクションでは、Amazon ECS でタスク定義 JSON ファイルを作成します。次に、Git AppSpec 
CodeDeploy クライアント用のファイルを作成し、Git CodeCommit クライアントを使用してファイルをリ
ポジトリにプッシュします。

イメージのタスク定義を作成するには

1. 次の内容で、taskdef.json という名前のファイルを作成します。image に、イメージの名前 (例: 
nginx) を入力します。この値は、パイプラインの実行時に更新されます。

Note

タスク定義に指定されている実行ロールに AmazonECSTaskExecutionRolePolicy が
含まれていることを確認します。詳細については、Amazon ECS デベロッパーガイド の
Amazon ECS タスク実行 IAM ロール を参照してください。

{ 
    "executionRoleArn": "arn:aws:iam::account_ID:role/ecsTaskExecutionRole", 
    "containerDefinitions": [ 
        { 
            "name": "sample-website", 
            "image": "nginx", 
            "essential": true, 
            "portMappings": [ 
                { 
                    "hostPort": 80, 
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                    "protocol": "tcp", 
                    "containerPort": 80 
                } 
            ] 
        } 
    ], 
    "requiresCompatibilities": [ 
        "FARGATE" 
    ], 
    "networkMode": "awsvpc", 
    "cpu": "256", 
    "memory": "512", 
    "family": "ecs-demo"
}

2. タスク定義を taskdef.json ファイルに登録します。

aws ecs register-task-definition --cli-input-json file://taskdef.json

3. タスク定義が登録されたら、イメージ名を削除して、イメージフィールド名に <IMAGE1_NAME> プ
レースホルダーが含まれるようにファイルを編集します。

{ 
    "executionRoleArn": "arn:aws:iam::account_ID:role/ecsTaskExecutionRole", 
    "containerDefinitions": [ 
        { 
            "name": "sample-website", 
            "image": "<IMAGE1_NAME>", 
            "essential": true, 
            "portMappings": [ 
                { 
                    "hostPort": 80, 
                    "protocol": "tcp", 
                    "containerPort": 80 
                } 
            ] 
        } 
    ], 
    "requiresCompatibilities": [ 
        "FARGATE" 
    ], 
    "networkMode": "awsvpc", 
    "cpu": "256", 
    "memory": "512", 
    "family": "ecs-demo"
}

AppSpec ファイルを作成するには

• AppSpec CodeDeploy このファイルはデプロイに使用されます。オプションのフィールドが含まれる
ファイルでは、この形式を使用します。

version: 0.0
Resources: 
  - TargetService: 
      Type: AWS::ECS::Service 
      Properties: 
        TaskDefinition: "task-definition-ARN" 
        LoadBalancerInfo: 
          ContainerName: "container-name" 
          ContainerPort: container-port-number
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# Optional properties 
        PlatformVersion: "LATEST" 
        NetworkConfiguration: 
            AwsvpcConfiguration: 
              Subnets: ["subnet-name-1", "subnet-name-2"] 
              SecurityGroups: ["security-group"] 
              AssignPublicIp: "ENABLED"
Hooks:
- BeforeInstall: "BeforeInstallHookFunctionName"
- AfterInstall: "AfterInstallHookFunctionName"
- AfterAllowTestTraffic: "AfterAllowTestTrafficHookFunctionName"
- BeforeAllowTraffic: "BeforeAllowTrafficHookFunctionName"
- AfterAllowTraffic: "AfterAllowTrafficHookFunctionName"

例を含むファイルの詳細については、「 AppSpec CodeDeploy AppSpec ファイルリファレンス」を
参照してください。

次の内容で、appspec.yaml という名前のファイルを作成します。TaskDefinition の
<TASK_DEFINITION> プレースホルダーテキストは変更しないでください。この値は、パイプライン
の実行時に更新されます。

version: 0.0
Resources: 
  - TargetService: 
      Type: AWS::ECS::Service 
      Properties: 
        TaskDefinition: <TASK_DEFINITION> 
        LoadBalancerInfo: 
          ContainerName: "sample-website" 
          ContainerPort: 80

CodeCommit ファイルをリポジトリにプッシュするには

1. CodeCommit ファイルをリポジトリにプッシュまたはアップロードします。これらのファイルは、で
のデプロイアクションのためにパイプラインの作成 CodePipelineのウィザードによって作成された
ソースアーティファクトです。ファイルは、ローカルディレクトリに次のように表示されます。

/tmp 
  |my-demo-repo 
    |-- appspec.yaml 
    |-- taskdef.json

2. ファイルをアップロードする方法を選択します。

a. ローカルコンピュータのクローンされたリポジトリから git コマンドを使用するには

i. ディレクトリをローカルリポジトリに変更する:

(For Linux, macOS, or Unix) cd /tmp/my-demo-repo
(For Windows) cd c:\temp\my-demo-repo

ii. 以下のコマンドを実行して、すべてのファイルを一度にステージングします。

git add -A

iii. 以下のコマンドを実行して、コミットメッセージによりファイルをコミットします。

git commit -m "Added task definition files"
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iv. 以下のコマンドを実行して、 CodeCommit ローカルリポジトリからリポジトリにファイルを
プッシュします。

git push

b. CodeCommit コンソールを使用してファイルをアップロードするには:

i. CodeCommit コンソールを開き、リポジトリリストから自分のリポジトリを選択します。
ii. [Add file]、[Upload file] の順に選択します。
iii. [Choose file] を選択し、ファイルを参照します。ユーザー名とメールアドレスを入力して、

変更をコミットします。[Commit changes] (変更のコミット) を選択します。
iv. アップロードするファイルごとにこのステップを繰り返します。

ステップ 3: Application Load Balancer とターゲットグ
ループを作成する
このセクションでは、Amazon EC2 Application Load Balancer を作成します。後で Amazon ECS サー
ビスを作成するときに、ロードバランサーで作成したサブネット名とターゲットグループ値を使用しま
す。Application Load Balancer または Network Load Balancer を作成できます。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 を確認して、ロードバランサーを作成してから、ロードバランサーの 
2 つのターゲットグループを作成します。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 とパブリックサブネットを確認するには

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。デフォルトの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 VPC です。選択するデフォルトのサブネットが含まれています。

3. [サブネット] を選択します。デフォルトのサブネット 列に はい と表示されている 2 つのサブネット
を選択します。

Note

サブネット ID を書き留めます。これらは、このチュートリアルで後ほど必要になります。
4. サブネットを選択後、[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、ルートテーブルにゲートウェイ行が含まれていることを確認します。

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、[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。
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7. [IP address type] で、[ipv4] を選択します。
8. ロードバランサー用に 2 つのリスナーポートを設定するには:

a. [Load Balancer Protocol (ロードバランサーのプロトコル)] で、[HTTP] を選択します。[ロードバ
ランサーのポート] に「80」と入力します。

b. [リスナーの追加] を選択します。
c. 2 番目のリスナーの [Load Balancer Protocol] で、[HTTP] を選択します。[ロードバランサーの

ポート] に「8080」と入力します。
9. [アベイラビリティーゾーン] の [VPC] で、デフォルトの VPC を選択します。次に、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: Configure Security Settings] を選択します。
11. [Next: Configure Security Groups] を選択します。
12. [Select an existing security group] を選択し、セキュリティグループ ID を書き留めます。
13. [Next: Configure Routing] を選択します。
14. [Target group] で、[New target group] 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: Register Targets] を選択します。

15. [Next: Review]、[Create] の順に選択します。

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、[ターゲットグループ] を選択します。

2. [ターゲットグループの作成] 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「8080」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。

Note

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。最初のターゲットグループの ARN を書き留める必要があります。この ARN 
は、次のステップの create-service JSON ファイルで使用されます。

2 番目のターゲットグループを含めるようにロードバランサーを更新するには

1. Amazon EC2 コンソールを開きます。ナビゲーションペインで、[ロードバランサー] を選択します。
2. ロードバランサーを選択後、[Listeners] を選択します。ポート 8080 のリスナーを選択後、[編集] を選

択します。
3. [Forward to] の横の鉛筆アイコンを選択します。2 番目のターゲットグループを選択してから、チェッ

クマークを選択します。[更新] を選択して、更新を保存します。
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ステップ 4: Amazon ECS クラスターとサービスを作
成する
このセクションでは、デプロイ中に（EC2インスタンスではなくAmazon ECS クラスターに） 
CodeDeploy トラフィックをルーティングするAmazon ECS クラスターとサービスを作成しま
す。Amazon ECS サービスを作成するには、ロードバランサーで作成したサブネット名、セキュリティグ
ループ、ターゲットグループの値を使用してサービスを作成する必要があります。

Note

これらのステップを使用して Amazon ECS クラスターを作成するときは、AWS Fargate コ
ンテナーをプロビジョニングする ネットワークのみ のクラスターテンプレートを使用しま
す。AWSFargate は、コンテナインスタンスのインフラストラクチャを管理するテクノロジーで
す。Amazon ECS クラスター用の Amazon EC2 インスタンスを手動で選択または作成する必要
はありません。

Amazon ECS クラスターを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/ecs/ で Amazon ECS クラシックコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Clusters] (クラスター) を選択します。
3. [Create cluster] (クラスターを作成) を選択します。
4. AWS Fargate を使用する ネットワークのみ クラスターテンプレートを選択後、次のステップ を選択

します。
5. [Configure cluster (クラスターの設定)] ページで、クラスター名を入力します。リソースに任意のタグ

を追加することができます。[作成] を選択します。

Amazon ECS サービスを作成する

AWS CLI を使用して、Amazon ECS でサービスを作成します。

1. JSON ファイルを作成し、create-service.json と名付けます。次の内容を JSON ファイルに貼
り付けます。

taskDefinitionフィールドでは、Amazon ECS にタスク定義を登録するときに、ファミリーを指
定します。これは、リビジョン番号で指定された、複数バージョンのタスク定義の名前に似ていま
す。この例では、ファイル内のファミリーとリビジョン番号に「ecs-demo:1」を使用します。ス
テップ 3: Application Load Balancer とターゲットグループを作成する  (p. 108) でロードバランサー
を使用して作成したサブネット名、セキュリティグループ、ターゲットグループの値を使用します。

Note

ターゲットグループ ARN をこのファイルに含める必要があります。Amazon EC2 コンソー
ルを開き、ナビゲーションペインの ロードバランシング で ターゲットグループ を選択しま
す。最初のターゲットグループを選択します。[説明] タブから ARN をコピーします。

{ 
    "taskDefinition": "family:revision-number", 
    "cluster": "my-cluster", 
    "loadBalancers": [ 
        { 
            "targetGroupArn": "target-group-arn", 
            "containerName": "sample-website", 
            "containerPort": 80 
        } 
    ], 

API バージョン 2015-07-09
110

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


AWS CodePipeline ユーザーガイド
ステップ 5: CodeDeploy アプリケーショ
ンとデプロイグループを作成する (ECS 
コンピューティングプラットフォーム)

    "desiredCount": 1, 
    "launchType": "FARGATE", 
    "schedulingStrategy": "REPLICA", 
    "deploymentController": { 
        "type": "CODE_DEPLOY" 
    }, 
    "networkConfiguration": { 
        "awsvpcConfiguration": { 
            "subnets": [ 
                "subnet-1", 
                "subnet-2" 
            ], 
            "securityGroups": [ 
                "security-group" 
            ], 
            "assignPublicIp": "ENABLED" 
        } 
    }
}

2. JSON ファイルを指定して、create-service コマンドを実行します。

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。

この例では、my-service という名前のサービスが作成されます。

Note

このコマンド例では、my-service という名前のサービスを作成します。この名前のサービス
がすでにある場合、このコマンドはエラーを返します。

aws ecs create-service --service-name my-service --cli-input-json file://create-
service.json

出力はサービスの説明フィールドが返ります。
3. describe-services コマンドを実行して、サービスが作成されたことを確認します。

aws ecs describe-services --cluster cluster-name --services service-name

ステップ 5: CodeDeploy アプリケーションとデプロイ
グループを作成する (ECS コンピューティングプラッ
トフォーム)
Amazon ECS CodeDeploy コンピューティングプラットフォーム用のアプリケーションとデプロイグルー
プを作成すると、アプリケーションはデプロイ中に使用され、正しいデプロイグループ、ターゲットグ
ループ、リスナー、およびトラフィックの再ルーティング動作を参照します。

CodeDeploy アプリケーションを作成するには

1. CodeDeploy コンソールを開き、[アプリケーションの作成] を選択します。
2. [アプリケーション名] に、使用する名前を入力します。
3. [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。
4. [Create application] を選択します。
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CodeDeploy デプロイグループを作成するには

1. アプリケーションページの [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. [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。
3. サービスロールで、Amazon ECS CodeDeploy へのアクセス権を与えるサービスロールを選択しま

す。新しいサービスロールを作成するには、次の手順を実行します。

a. https://console.aws.amazon.com/iam/ で IAM コンソール を開きます。
b. コンソールダッシュボードで [ロール] を選択します。
c. [ロールの作成] を選択します。
d. 「信頼できるエンティティのタイプを選択」で、を選択しますAWS のサービス。「ユー

スケースを選択」で、を選択しますCodeDeploy。[ユースケースを選択] で、[ECS] を
選択しますCodeDeploy 。[Next: Permissions] (次のステップ: アクセス許可) を選択しま
す。AWSCodeDeployRoleForECS マネージドポリシーはロールにアタッチ済みです。

e. [次の手順: タグ]、[次の手順: 確認] の順に選択します。
f. ロールの名前 (例: CodeDeployECSRole) を入力し、[ロールの作成] を選択します。

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. [Production listener port] 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。[Test listener port] で、テストリスナーのポートとプロトコルを選
択します。

7. [Target group 1 name] および [Target group 2 name] から、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。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。

8. すぐにトラフィックを再ルーティング を選択して、デプロイが成功してから更新された Amazon ECS 
タスクにトラフィックを再ルーティングするまでの時間を決定します。

9. [Create deployment group] (デプロイグループの作成) を選択します。

ステップ 6: パイプラインを作成する
このセクションでは、次のアクションを使用してパイプラインを作成します。

• CodeCommit AppSpec ソースアーティファクトがタスク定義とファイルであるアクション。
• ソースアーティファクトがイメージファイルである Amazon ECR ソースアクションを持つソースステー

ジ。
• CodeDeploy アプリケーションとデプロイグループで実行される、Amazon ECS デプロイアクションを

使用したデプロイステージ。

ウィザードで 2 ステージパイプラインを作成するには

1. AWS Management Consoleにログインし、http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/
home CodePipeline  でコンソールを開きます。

2. [ようこそ] ページ、[Getting started (開始方法)] ページ、または [パイプライン] ページで、[パイプライ
ンの作成] を選択します。

3. [ステップ 1: パイプラインの設定を選択する] の [パイプライン名] に「MyImagePipeline」と入力し
ます。

4. [サービスロール] で、[新しいサービスロール] を選択して、 CodePipeline に IAM での新しいサービス
ロールの作成を許可します。

5. [詳細設定] をデフォルト設定のままにし、[次へ] を選択します。
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6. [Step 2: Add source stage (ステップ 2: ソースステージの追加)] の [ソースプロバイダ] で、[AWS 
CodeCommit] を選択します。[リポジトリ名] で、「ステップ 1: CodeCommit レポジトリを作成す
る (p. 52)」で作成した CodeCommit リポジトリの名前を選択します。[Branch name] で、最新の
コード更新を含むブランチの名前を選択します。

[Next] (次へ) を選択します。
7. [Step 3: Add build stage] (ステップ 3: ビルドステージを追加する) で、[Skip build stage] (ビルドス

テージのスキップ) を選択し、もう一度 [スキップ] を選択して警告メッセージを受け入れます。[Next]
(次へ) を選択します。

8. ステップ 4: デプロイステージを追加する:

a. [Deploy provider] で、[Amazon ECS (Blue/Green)] を選択します。[アプリケーション名] 
で、codedeployapp などの、アプリケーションの名前を入力またはリストから選択します。[デ
プロイグループ] に、codedeploydeplgroup などの、デプロイグループの名前を入力またはリ
ストから選択します。

Note

「デプロイ」は、[ステップ 4: デプロイ] ステップで作成されるステージにデフォルトで
付けられる名前であり、「ソース」は、パイプラインの最初のステージに付けられる名
前です。

b. Amazon ECS タスク定義の下で、を選択しますSourceArtifact。フィールドに [taskdef.json] 
と入力します。

c. 「AWS CodeDeploy AppSpec ファイル」で、を選択しますSourceArtifact。フィールドに 
[appspec.yaml] と入力します。

Note

この時点では、[Dynamically update task definition image] に情報は入力しないでくださ
い。

d. [Next] (次へ) を選択します。
9. [ステップ 5: 確認] で情報を確認し、[パイプラインの作成] を選択します。

Amazon ECR ソースアクションをパイプラインに追加するには

パイプラインを表示し、Amazon ECR ソースアクションをパイプラインに追加します。

1. パイプラインを選択します。左上の [Edit] (編集) を選択します。
2. ソースステージで、[ステージを編集] を選択します。
3. CodeCommit ソースアクションの横にある +アクションの追加を選択して、parallel アクションを追加

します。
4. [アクション名] に、名前を入力します (例えば、Image)。
5. [アクションプロバイダ] で [Amazon ECR] を選択します。
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6. リポジトリ名 で、Amazon ECR リポジトリの名前を選択します。
7. [Image tag] で、イメージの名前とバージョンを指定します (最新でない場合)。
8. 出力アーティファクトで、次のステージで使用するイメージ名およびリポジトリ URI 情報が含まれて

いる出力アーティファクトのデフォルト(例: MyImage)を選択します。
9. アクション画面で、[Save] を選択します。ステージ画面で、[Done] を選択します。パイプライン

で、[Save] を選択します。メッセージは、Amazon ECR ソースアクション用に作成されるAmazon 
CloudWatch Events ルールを示しています。

ソースアーティファクトをデプロイアクションに関連付けるには

1. デプロイステージで 編集 を選択後、アイコンを選択して、Amazon ECS (Blue/Green) アクションを
編集します。

2. ペインの下部までスクロールします。[入力アーティファクト] で [Add] を選択します。新しい 
Amazon ECR リポジトリ (例: MyImage など) からソースアーティファクトを追加します。

3. 「タスク定義」でSourceArtifact、を選択し、taskdef.json入力されていることを確認します。
4. 「AWS CodeDeploy AppSpec ファイル」でSourceArtifact、を選択し、appspec.yaml入力されてい

ることを確認します。
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5. [タスク定義イメージの動的更新] の [Input Artifact with Image URI] でMyImage、を選択
し、taskdef.jsonファイルで使用されているプレースホルダーテキストを入力します
IMAGE1_NAME。[Save] (保存) を選択します。

6. AWS CodePipeline のペインで、[Save pipeline change] (パイプラインの変更を保存)、[Save change]
(変更の保存) の順に選択します。更新されたパイプラインを表示します。

このサンプルパイプラインが作成されると、コンソールエントリのアクション設定が以下のようにパ
イプライン構造に表示されます。

"configuration": { 
  "AppSpecTemplateArtifact": "SourceArtifact", 
  "AppSpecTemplatePath": "appspec.yaml", 
  "TaskDefinitionTemplateArtifact": "SourceArtifact", 
  "TaskDefinitionTemplatePath": "taskdef.json", 
  "ApplicationName": "codedeployapp", 
  "DeploymentGroupName": "codedeploydeplgroup", 
  "Image1ArtifactName": "MyImage", 
  "Image1ContainerName": "IMAGE1_NAME"
},

7. 変更を送信してパイプラインのビルドを開始するには、[Release change] (変更のリリース)、
[Release] (リリース) の順に選択します。

8. CodeDeploy デプロイアクションを選択して表示し、トラフィックシフトの進捗状況を確認します。
Note

オプションの待機時間を示すデプロイステップが表示される場合があります。デフォルトで 
CodeDeploy 、デプロイが成功してから 1 時間後に元のタスク設定を終了します。この時間
を使用してタスクをロールバックまたは終了することはできますが、それ以外の場合、タス
クセットが終了した時点でデプロイは完了します。

ステップ 7: パイプラインに変更を加えてデプロイを
確認する
イメージを変更して、その変更を Amazon ECR リポジトリにプッシュします。これにより、パイプライン
の実行がトリガーされます。イメージソースの変更がデプロイされていることを確認します。

チュートリアル: Amazon Alexa Skills Skills をデプ
ロイするパイプラインを作成する

このチュートリアルでは、デプロイステージでデプロイプロバイダとして Alexa Skills Kit を使用して 
Alexa スキルを継続的にデリバリーするパイプラインを設定します。ソースリポジトリのソースファイル
に変更を加えると、完成したパイプラインはスキルの変更を検出します。次に、パイプラインは Alexa 
Skills Kit を使用して、その変更を Alexa スキル開発ステージにデプロイします。

Note

この特徴は、アジアパシフィック (香港) またはヨーロッパ (ミラノ) リージョンでは使用できませ
ん。そのリージョンで使用可能な他のデプロイアクションを使用するには、デプロイアクション
の統合 (p. 27) を参照してください。

Lambda 関数としてカスタムスキルを作成するには、AWS Lambda 関数としてカスタムスキルをホスト
を参照してください。Lambda ソースファイルと CodeBuild プロジェクトを使用して、スキルに合わせ
て変更を Lambda にデプロイするパイプラインを作成することもできます。たとえば、新しいスキルお
よび関連する Lambda 関数を作成するには、AWS CodeStar プロジェクトを作成します。AWS CodeStar 
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での Alexa スキルプロジェクトの作成 を参照してください。そのオプションの場合、パイプラインに
は、CodeBuild アクションを含む3番目の構築ステージと、AWS CloudFormation のデプロイステージのア
クションが含まれます。

前提条件
以下のものを用意しておく必要があります。

• CodeCommit リポジトリ 「チュートリアル: シンプルなパイプラインを作成する (CodeCommit リポジ
トリ) (p. 52)」で作成した AWS CodeCommit リポジトリを使用できます。

• Amazon 開発者アカウント。これは Alexa スキルを所有するアカウントです。Alexa Skills Kit でアカウ
ントを無料で作成できます。

• Alexa スキル。「カスタムスキルサンプルコードを取得する」チュートリアルを使用してサンプルスキ
ルを作成できます。

• ASK CLI をインストールし、ask init 認証情報で AWS を使用して設定します。「ASK CLI のインス
トールと初期化」を参照してください。

ステップ 1: Alexa デベロッパーサービス LWA セキュ
リティプロファイルを作成する
このセクションでは、Login with Amazon (LWA) で使用するセキュリティプロファイルを作成します。プ
ロファイルがすでにある場合、このステップは省略できます。

• 「generate-lwa-tokens」の手順を使用して、セキュリティプロファイルを作成します。
• プロファイルを作成したら、[クライアント ID] と [クライアントシークレット] の値をメモしておきま

す。
• それらの手順に従って [Allowed Return URLs (許可されたリターン URL)] に入力します。これらの URL 

を ASK CLI コマンドで使用して、更新トークンリクエストをリダイレクトできます。

ステップ 2: Alexa スキルのソースファイルを作成して 
CodeCommit リポジトリにプッシュします。
このセクションでは、Alexa スキルのソースファイルを作成し、パイプラインによってソースステージに
使用されるリポジトリにプッシュします。Amazon 開発者コンソールで作成したスキル用に、以下のもの
を作成してプッシュします。

• skill.json ファイル。
• interactionModel/custom フォルダ。

Note

このディレクトリ構造は、「スキルパッケージ形式」で説明されているように、Alexa Skills 
Kit スキルパッケージ形式の要件に準拠しています。ディレクトリ構造で正しいスキルパッケー
ジ形式が使用されていない場合、変更は Alexa Skills Kit コンソールに正常にデプロイされませ
ん。

スキルのソースファイルを作成するには

1. Alexa Skills Kit 開発者コンソールからスキル ID を取得します。以下のコマンドを使用します。
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して CodeCommit リポジトリにプッシュします。

ask api list-skills

名前に基づいてスキルを見つけ、skillId フィールドで、関連付けられた ID をコピーします。
2. スキルの詳細を含む skill.json ファイルを生成します。以下のコマンドを使用します。

ask api get-skill -s skill-ID > skill.json

3. (オプション) interactionModel/custom フォルダを作成します。

以下のコマンドを使用して、フォルダ内にインタラクションモデルファイルを生成します。locale に
ついて、このチュートリアルではファイル名のロケールとして en-US を使用します。

ask api get-model --skill-id skill-ID --locale locale > 
    ./interactionModel/custom/locale.json

ファイルを CodeCommit リポジトリにプッシュするには

1. ファイルを CodeCommit リポジトリにプッシュまたはアップロードします。これらのファイル
は、AWS CodePipeline でのデプロイアクションのために パイプライン作成 ウィザードによって作
成されたソースアーティファクトです。ファイルは、ローカルディレクトリに次のように表示されま
す。

skill.json
/interactionModel 
  /custom 
    |en-US.json

2. ファイルをアップロードする方法を選択します。

a. ローカルコンピュータで複製されたリポジトリから Git コマンドラインを使用するには:

i. 以下のコマンドを実行して、すべてのファイルを一度にステージングします。

git add -A

ii. 以下のコマンドを実行して、コミットメッセージによりファイルをコミットします。

git commit -m "Added Alexa skill files"

iii. 以下のコマンドを実行して、ローカルリポジトリから CodeCommit リポジトリにファイルを
プッシュします。

git push

b. CodeCommit コンソールを使用してファイルをアップロードするには:

i. CodeCommit コンソールを開き、リポジトリ リストから自分のリポジトリを選択します。
ii. [Add file]、[Upload file] の順に選択します。
iii. [Choose file] を選択し、ファイルを参照します。ユーザー名とメールアドレスを入力して、

変更をコミットします。[Commit changes] (変更のコミット) を選択します。
iv. アップロードするファイルごとにこのステップを繰り返します。
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使用して更新トークンを作成する

ステップ 3: ASK CLI コマンドを使用して更新トーク
ンを作成する
CodePipeline は、Amazon デベロッパーアカウントのクライアント ID とシークレットに基づく更新トー
クンを使用して、お客様の代わりに実行するアクションを認可します。このセクションでは、ASK CLI を
使用してトークンを作成します。[パイプラインを作成する] ウィザードでこれらの認証情報を使用しま
す。

Amazon 開発者アカウントの認証情報を使用して更新トークンを作成するには

1. 次のコマンドを使用します。

ask util generate-lwa-tokens

2. プロンプトが表示されたら、以下の例に示すようにクライアント ID とシークレットを入力します。

? Please type in the client ID: 
amzn1.application-client.example112233445566
? Please type in the client secret:
example112233445566

3. サインインのブラウザページが表示されます。Amazon アカウント認証情報を使用してサインインし
ます。

4. コマンドライン画面に戻ります。アクセストークンと更新トークンが出力に生成されます。出力に返
された更新トークンをコピーします。

ステップ 4: パイプラインを作成します。
このセクションでは、次のアクションを使用してパイプラインを作成します。

• ソースアーティファクトがスキルをサポートする Alexa スキルファイルである CodeCommit アクション
を含むソースステージ。

• Alexa Skills Kit のデプロイアクションを含むデプロイステージ。

ウィザードを使用してパイプラインを作成するには

1. AWS Management Console にサインインして、CodePipeline コンソール https://
console.aws.amazon.com/codesuite/codebuild/home を開きます。

2. プロジェクトとそのリソースを作成する AWS リージョンを選択します。Alexa スキルランタイムは、
以下のリージョンでのみ利用できます。

• アジアパシフィック (東京)
• 欧州 (アイルランド)
• 米国東部(バージニア北部)
• 米国西部 (オレゴン)

3. [ようこそ] ページ、[Getting started (開始方法)] ページ、または [パイプライン] ページで、[パイプライ
ンの作成] を選択します。

4. Eclipseステップ 1: パイプラインの設定の選択、でパイプライン名「」と入力しま
す。MyAlexaPipeline。

5. サービスロール で、新しいサービスロール を選択して、CodePipeline が IAM でサービスロールを作
成できるようにします。

6. [詳細設定] をデフォルト設定のままにし、[次へ] を選択します。
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ステップ 4: パイプラインを作成します。

7. Eclipseステップ 2: ソースステージを追加する、でソースプロバイダーで、AWS CodeCommit。リポ
ジトリ名 で、ステップ 1: CodeCommit レポジトリを作成する (p. 52) で作成した CodeCommit リ
ポジトリの名前を選択します。[Branch name] で、最新のコード更新を含むブランチの名前を選択し
ます。

リポジトリ名とブランチを選択した後、このパイプラインのために作成される Amazon CloudWatch 
Events ルールを示すメッセージが表示されます。

[Next] (次へ) をクリックします。
8. Eclipseステップ 3: ビルドステージを追加するで、ビルドステージのスキップを選択し、を選択して警

告メッセージを受け入れます。Skipをクリックします。

[Next] (次へ) をクリックします。
9. Eclipseステップ 4: デプロイステージを追加する:

a. [デプロイプロバイダ] で、[Alexa Skills Kit] を選択します。
b. [Alexa skill ID (Alexa スキル ID)] に、Alexa Skills Kit 開発者コンソールでスキルに割り当てられて

いるスキル ID を入力します。
c. [クライアント ID] に、登録したアプリケーションの ID を入力します。
d. [Client secret (クライアントシークレット)] に、登録時に選択したシークレットを入力します。
e. [Refresh token (更新トークン)] に、ステップ 3 で生成したトークンを入力します。

f. [Next] (次へ) をクリックします。
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ステップ 5: 任意のソースファイルに
変更を加えてデプロイを確認します。

10. Eclipseステップ 5: 確認で、情報を確認してから、パイプラインの作成。

ステップ 5: 任意のソースファイルに変更を加えてデ
プロイを確認します。
スキルに変更を加え、その変更をリポジトリにプッシュします。これにより、パイプラインの実行がトリ
ガーされます。スキルが Alexa Skills Kit 開発者コンソールで更新されていることを確認します。

チュートリアル: デプロイプロバイダーとして 
Amazon S3 を使用するパイプラインを作成する

このチュートリアルでは、デプロイステージでデプロイアクションプロバイダーとして Amazon S3 を使
用して、ファイルを継続的に配信するパイプラインを設定します。ソースリポジトリ内のソースファイル
に変更を加えると、完成したパイプラインはその変更を検出します。パイプラインは Amazon S3 を使用
してそれらのファイルをバケットにデプロイします。ソースの場所で Web サイトのファイルを変更また
は追加するたびに、デプロイで最新のファイルを使用して Web サイトが作成されます。

Note

ソースリポジトリからファイルを削除しても、S3 デプロイアクションでは、削除されたファイル
に対応する S3 オブジェクトは削除されません。

このチュートリアルには 2 つのオプションがあります。

• 静的ウェブサイトを S3 パブリックバケットにデプロイするパイプラインを作成する。この例で
は、AWS CodeCommit ソースアクションと Amazon S3 デプロイアクションを使用するパイプラインを
作成します。「オプション 1: 静的ウェブサイトファイルを Amazon S3 にデプロイする (p. 120)」を
参照してください。

• サンプル TypeScript コードを JavaScript にコンパイルし、CodeBuild 出力アーティファクトをアーカ
イブ用の S3 バケットにデプロイするパイプラインを作成します。この例では、Amazon S3 ソースアク
ション、CodeBuild 構築アクション、Amazon S3 デプロイアクションを使用するパイプラインを作成し
ます。「オプション 2: ビルド済みアーカイブファイルを S3 ソースバケットから Amazon S3 にデプロ
イする (p. 124)」を参照してください。

Important

この手順でパイプラインに追加するアクションの多くには、パイプラインを作成する前に作成す
る必要のある AWS リソースが含まれます。ソースアクションの AWS リソースは、パイプライン
を作成するのと同じ AWS リージョンに常に作成する必要があります。例えば、米国東部 (オハイ
オ) リージョンにパイプラインを作成している場合、CodeCommit リポジトリは米国東部 (オハイ
オ) リージョンにある必要があります。
パイプラインを作成するときにクロスリージョンアクションを追加できます。クロスリージョ
ンアクションの AWS リソースはアクションを実行する予定の AWS リージョンと同じである
ことが必要です。詳細については、「CodePipeline でクロスリージョンアクションを追加す
る (p. 365)」を参照してください。

オプション 1: 静的ウェブサイトファイルを Amazon 
S3 にデプロイする
この例では、サンプルの静的ウェブサイトテンプレートファイルをダウンロードし、そのファイルを AWS 
CodeCommit リポジトリにアップロードします。続いて、バケットを作成し、ホスティング用に設定しま
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オプション 1: 静的ウェブサイトファ
イルを Amazon S3 にデプロイする

す。次に、AWS CodePipeline コンソールを使用してパイプラインを作成し、Amazon S3 デプロイ設定を
指定します。

前提条件
以下のものを用意しておく必要があります。

• CodeCommit リポジトリ 「チュートリアル: シンプルなパイプラインを作成する (CodeCommit リポジ
トリ) (p. 52)」で作成した AWS CodeCommit リポジトリを使用できます。

• 静的ウェブサイトのソースファイル。このリンクを使用して サンプル静的ウェブサイトをダウンロード
します。sample-website.zip をダウンロードすると、以下のファイルが生成されます。
• index.html ファイル
• main.css ファイル
• graphic.jpg ファイル

• ウェブサイトホスティング用に設定された S3 バケット。「静的ウェブサイトを Amazon S3 でホスティ
ングする」を参照してください。必ずパイプラインと同じリージョンにバケットを作成します。

Note

ウェブサイトのホスティングには、バケットへのパブリック読み取りアクセスを許可するアク
セス設定が必要です。ウェブサイトのホスティングを除き、S3 バケットへのパブリックアクセ
スをブロックするデフォルトのアクセス設定を維持してください。

ステップ 1: ソースファイルを CodeCommit リポジトリにプッ
シュする
このセクションでは、パイプラインによってソースステージに使用されるリポジトリに、ソースファイル
をプッシュします。

ファイルを CodeCommit リポジトリにプッシュするには

1. ダウンロードしたサンプルファイルを解凍します。ZIP ファイルをリポジトリにアップロードしない
でください。

2. ファイルを CodeCommit リポジトリにプッシュまたはアップロードします。このファイル
は、CodePipeline でのデプロイアクションのために パイプラインの作成 ウィザードで作成したソー
スアーティファクトです。ファイルは、ローカルディレクトリに次のように表示されます。

index.html
main.css
graphic.jpg

3. Git または CodeCommit コンソールを使用してファイルをアップロードできます。

a. ローカルコンピュータで複製されたリポジトリから Git コマンドラインを使用するには:

i. 以下のコマンドを実行して、すべてのファイルを一度にステージングします。

git add -A

ii. 以下のコマンドを実行して、コミットメッセージによりファイルをコミットします。

git commit -m "Added static website files"

iii. 以下のコマンドを実行して、ローカルリポジトリから CodeCommit リポジトリにファイルを
プッシュします。
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git push

b. CodeCommit コンソールを使用してファイルをアップロードするには:

i. CodeCommit コンソールを開き、リポジトリ リストから自分のリポジトリを選択します。
ii. [Add file]、[Upload file] の順に選択します。
iii. [ファイルの選択] を選択し、ファイルを参照します。ユーザー名とメールアドレスを入力し

て、変更をコミットします。[Commit changes] (変更のコミット) を選択します。
iv. アップロードするファイルごとにこのステップを繰り返します。

ステップ 2: パイプラインを作成します。
このセクションでは、次のアクションを使用してパイプラインを作成します。

• ソースアーティファクトが Web サイトのファイルである CodeCommit アクションを使用したソースス
テージ。

• Amazon S3 デプロイメントアクションを使用したデプロイメントステージ。

ウィザードを使用してパイプラインを作成するには

1. AWS Management Console にサインインして、 CodePipeline コンソール https://
console.aws.amazon.com/codesuite/codebuild/home を開きます。

2. [ようこそ] ページ、[Getting started (開始方法)] ページ、または [パイプライン] ページで、[パイプライ
ンの作成] を選択します。

3. Eclipseステップ 1: パイプラインの設定の選択、でパイプライン名「」と入力しま
す。MyS3DeployPipeline。

4. サービスロール で、新しいサービスロール を選択して、CodePipeline が IAM でサービスロールを作
成できるようにします。

5. [詳細設定] をデフォルト設定のままにし、[次へ] を選択します。
6. Eclipseステップ 2: ソースステージを追加する、でソースプロバイダーで、AWS CodeCommit。リポ

ジトリ名 で、ステップ 1: CodeCommit レポジトリを作成する (p. 52) で作成した CodeCommit リ
ポジトリの名前を選択します。[Branch name] で、最新のコード更新を含むブランチの名前を選択し
ます。独自のブランチを作成する場合を除き、ここで使用できるのは main のみです。

リポジトリ名とブランチを選択した後、このパイプライン用に作成される Amazon CloudWatch 
Events ルールが表示されます。

[Next] (次へ) をクリックします。
7. Eclipseステップ 3: ビルドステージを追加するで、ビルドステージのスキップを選択し、を選択して警

告メッセージを受け入れます。Skipをクリックします。

[Next] (次へ) をクリックします。
8. Eclipseステップ 4: デプロイステージを追加する:

a. [デプロイプロバイダ] で、[Amazon S3] を選択します。
b. [バケット] にパブリックバケットの名前を入力します。
c. [Extract file before deploy (デプロイ前にファイルを展開)] を選択します。

Note

[デプロイ前にファイルを抽出] を選択しないと、デプロイに失敗します。これは、パイ
プラインの AWS CodeCommit アクションがソースアーティファクトを圧縮しており、
ファイルが ZIP ファイルになっているためです。
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[Extract file before deploy (デプロイ前にファイルを展開)] を選択すると、[Deployment path (デプ
ロイパス)] が表示されます。使用するパスの名前を入力します。これにより、ファイルが展開さ
れるフォルダ構造が Amazon S3 に抽出されます。このチュートリアルでは、このフィールドを
空欄にします。

d. (オプション) [既定 ACL] で、既定 ACL と呼ばれる、あらかじめ定義された一連の許可を、アップ
ロードされたアーティファクトに適用できます。

e. (オプション) [キャッシュコントロール] で、キャッシュパラメータを入力します。これを設定し
て、リクエスト/レスポンスのキャッシュ動作を制御できます。有効な値については、HTTP オペ
レーションの Cache-Control ヘッダーフィールドを参照してください。

f. [Next] (次へ) をクリックします。
9. Eclipseステップ 5: 確認で、情報を確認してから、パイプラインの作成。
10. パイプラインが正常に実行されたら、Amazon S3 コンソールを開き、ファイルが公開バケットに表示

されていることを確認します。

index.html
main.css
graphic.jpg

11. エンドポイントにアクセスしてウェブサイトをテストします。エンドポイントは http://bucket-
name.s3-website-region.amazonaws.com/ という形式に従います。

エンドポイントの例: http://my-bucket.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/

サンプル Web ページが表示されます。
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ソースバケットから Amazon S3 にデプロイする

ステップ 3: 任意のソースファイルに変更を加えてデプロイを確
認します。
ソースファイルに変更を加え、その変更をリポジトリにプッシュします。これにより、パイプラインの実
行がトリガーされます。ウェブサイトが更新されていることを確認します。

オプション 2: ビルド済みアーカイブファイルを S3 
ソースバケットから Amazon S3 にデプロイする
このオプションでは、ビルドステージのビルドコマンドが TypeScript コードを JavaScript コードとしてコ
ンパイルし、出力を別のタイムスタンプ付きフォルダの下の S3 ターゲットバケットにデプロイします。
まず、TypeScript コードと buildspec.yml ファイルを作成します。ソースファイルを ZIP ファイルに結合
した後、ソース ZIP ファイルを S3 ソースバケットにアップロードし、CodeBuild ステージを使用して構
築されたアプリケーション ZIP ファイルを S3 ターゲットバケットにデプロイします。コンパイルされた
コードはアーカイブとしてターゲットバケットに保存されます。

前提条件
以下のものを用意しておく必要があります。

• S3 ソースバケット。「チュートリアル: シンプルなパイプラインを作成する (S3 バケット) (p. 39)」
で作成したバケットを使用できます。

• S3 ターゲットバケット。「静的ウェブサイトを Amazon S3 でホスティングする」を参照してくださ
い。必ず同じバケットを作成します。AWS リージョン作成するパイプラインを指定します。

Note

この例では、ファイルをプライベートバケットにデプロイする方法を示します。ウェブサイト
のホスティング用にターゲットバケットを有効にしたり、バケットを公開するポリシーをア
タッチしたりしないでください。

ステップ 1: ソースファイルを作成して S3 ソースバケットにアッ
プロードします。
このセクションでは、ソースファイルを作成し、パイプラインによってソースステージに使用されるバ
ケットにプッシュします。このセクションでは、以下のソースファイルを作成する手順について説明しま
す。

• CodeBuild 構築プロジェクトに使用される buildspec.yml ファイル。
• index.ts ファイル。

buildspec.yml ファイルを作成するには

• 次の内容で、buildspec.yml というファイルを作成します。これらのビルドコマンドは TypeScript 
をインストールし、TypeScript コンパイラを使用して index.ts のコードを JavaScript コードに書
き換えます。

version: 0.2

phases: 
  install: 
    commands: 
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      - npm install -g typescript 
  build: 
    commands: 
      - tsc index.ts
artifacts: 
  files: 
    - index.js

index.ts ファイルを作成するには

• 次の内容で、index.ts というファイルを作成します。

interface Greeting { 
    message: string;
}

class HelloGreeting implements Greeting { 
    message = "Hello!";
}

function greet(greeting: Greeting) { 
    console.log(greeting.message);
}

let greeting = new HelloGreeting();

greet(greeting);

ファイルを S3 ソースバケットにアップロードするには

1. ファイルは、ローカルディレクトリに次のように表示されます。

buildspec.yml
index.ts

ファイルを圧縮して、ファイルに source.zip という名前を付けます。
2. Amazon S3 コンソールで、ソースバケット用に アップロード を選択します。[ファイルを追加] を選

択し、作成した ZIP ファイルを参照します。
3. [Upload] (アップロード) を選択します。このファイルは、CodePipeline でのデプロイアクションのた

めに パイプラインの作成 ウィザードで作成したソースアーティファクトです。ファイルはバケットで
以下のようになっています。

source.zip

ステップ 2: パイプラインを作成します。
このセクションでは、次のアクションを使用してパイプラインを作成します。

• ソースアーティファクトがダウンロード可能なアプリケーションのファイルである Amazon S3 アク
ションを含むソースステージ。

• Amazon S3 デプロイメントアクションを使用したデプロイメントステージ。
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ウィザードを使用してパイプラインを作成するには

1. AWS Management Console にサインインして、 CodePipeline コンソール https://
console.aws.amazon.com/codesuite/codebuild/home を開きます。

2. [ようこそ] ページ、[Getting started (開始方法)] ページ、または [パイプライン] ページで、[パイプライ
ンの作成] を選択します。

3. Eclipseステップ 1: パイプラインの設定の選択、でパイプライン名「」と入力しま
す。MyS3DeployPipeline。

4. サービスロール で、新しいサービスロール を選択して、CodePipeline が IAM でサービスロールを作
成できるようにします。

5. [詳細設定] をデフォルト設定のままにし、[次へ] を選択します。
6. Eclipseステップ 2: ソースステージを追加する、でソースプロバイダーで、Amazon S3。[バケット] 

で、ソースバケットの名前を選択します。[S3 object key (S3 オブジェクトキー)] に、ソース ZIP ファ
イルの名前を入力します。必ず、ファイル拡張子.zip を含めてください。

[Next] (次へ) をクリックします。
7. Eclipseステップ 3: ビルドステージを追加する:

a. Eclipseビルドプロバイダーで、CodeBuild。
b. [Create build project (ビルドプロジェクトの作成)] を選択します。[プロジェクトの作成] ページで:
c. [プロジェクト名] に、このビルドプロジェクトの名前を入力します。
d. [環境] で、[マネージド型イメージ] を選択します。[Operating system] で、[Ubuntu] を選択しま

す。
e. [ランタイム] で、[Standard (標準)] を選択します。[ランタイムバージョン] で、[aws/codebuild/

standard:1.0] を選択します。
f. [イメージのバージョン] で、[Always use the latest image for this runtime version (このランタイム

バージョンには常に最新のイメージを使用)] を選択します。
g. サービスのロール で、CodeBuild サービスロールを選択または作成します。
h. [ビルド仕様] で、[Use a buildspec file (ビルド仕様ファイルの使用)] を選択します。
i. [Continue to CodePipeline ] (CodePipeline に進む) を選択します。プロジェクトが正常に作成され

た場合はメッセージが表示されます。
j. [Next] (次へ) をクリックします。

8. Eclipseステップ 4: デプロイステージを追加する:

a. [デプロイプロバイダ] で、[Amazon S3] を選択します。
b. [バケット] に、S3 ターゲットバケットの名前を入力します。
c. [Extract file before deploy (デプロイ前にファイルを展開)] がオフになっていることを確認しま

す。

[Extract file before deploy (デプロイ前にファイルを展開)] がオフになっていると、[S3 object 
key (S3 オブジェクトキー)] が表示されています。使用するパスの名前を入力します: js-
application/{datetime}.zip。

これにより、ファイルが展開される js-application フォルダが Amazon S3 に作成されま
す。このフォルダでは、パイプラインの実行時に {datetime} 変数によって各出力ファイルにタ
イムスタンプが付けられます。
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ソースバケットから Amazon S3 にデプロイする

d. (オプション) [既定 ACL] で、既定 ACL と呼ばれる、あらかじめ定義された一連の許可を、アップ
ロードされたアーティファクトに適用できます。

e. (オプション) [キャッシュコントロール] で、キャッシュパラメータを入力します。これを設定し
て、リクエスト/レスポンスのキャッシュ動作を制御できます。有効な値については、HTTP オペ
レーションの Cache-Control ヘッダーフィールドを参照してください。

f. [Next] (次へ) をクリックします。
9. Eclipseステップ 5: 確認で、情報を確認してから、パイプラインの作成。
10. パイプラインが正常に実行されたら、Amazon S3 コンソールでバケットを表示します。デプロイした 

ZIP ファイルがターゲットバケットの js-application フォルダの下に表示されていることを確認
します。ZIP ファイルに含まれる JavaScript ファイルは index.js です。index.js ファイルには、
以下の出力が含まれています。

var HelloGreeting = /** @class */ (function () { 
    function HelloGreeting() { 
        this.message = "Hello!"; 
    } 
    return HelloGreeting;
}());
function greet(greeting) { 
    console.log(greeting.message);
}
var greeting = new HelloGreeting();
greet(greeting);
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ステップ 3: 任意のソースファイルに変更を加えてデプロイを確
認します。
ソースファイルに変更を加え、それらのファイルをソースバケットにアップロードします。これにより、
パイプラインの実行がトリガーされます。ターゲットのバケットを表示し、デプロイされた出力ファイル
が以下のように js-application フォルダにあることを確認します。

チュートリアル: AWS Serverless Application 
Repository にサーバーレスアプリケーションを発行
するパイプラインを作成する

AWS CodePipeline を使用し、AWS Serverless Application Repository に対して AWS SAM サーバーレス
アプリケーションを継続的に配信できます。

このチュートリアルでは、 GitHub AWS Serverless Application Repositoryでホストされているサーバーレ
スアプリケーションを構築して自動的に公開するためのパイプラインを作成および設定する方法を示しま
す。このパイプラインでは、 GitHub CodeBuild ソースプロバイダとして、またビルドプロバイダとして
使用します。サーバーレスアプリケーションを AWS Serverless Application Repository に発行するには、
[アプリケーション]を (AWS Serverless Application Repository から) デプロイし、このアプリケーション
で作成した Lambda 関数をパイプラインの呼び出しアクションプロバイダとして関連付けます。これによ
り、一切のコードを記述することなく、アプリケーションの更新を継続的に AWS Serverless Application 
Repository に配信できます。

Important

この手順でパイプラインに追加するアクションの多くは、パイプラインを作成する前に作成する
必要がある AWS リソースです。ソースアクションの AWS リソースは、パイプラインを作成する
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のと同じAWS リージョンに常に作成する必要があります。たとえば、米国東部 (オハイオ) リー
ジョンにパイプラインを作成している場合、 CodeCommit リポジトリは米国東部 (オハイオ) リー
ジョンにある必要があります。
パイプラインを作成するときにクロスリージョンアクションを追加できます。クロスリージョ
ンアクションの AWS リソースはアクションを実行する予定の AWS リージョンと同じである
ことが必要です。詳細については、「CodePipeline でクロスリージョンアクションを追加す
る (p. 365)」を参照してください。

開始する前に
このチュートリアルでは、以下のことを前提としています。

• AWS Serverless Application Model (AWS SAM) と AWS Serverless Application Repository をよく理解し
ていること。

• GitHub でホストされているサーバーレスアプリケーションをAWS SAM CLIAWS Serverless Application 
Repository を使用してに公開している。サンプルアプリケーションを AWS Serverless Application 
Repository に公開するには、[AWS Serverless Application Repository デベロッパーガイド] の [クイッ
クスタート: アプリケーション] を参照してください。独自のアプリケーションを AWS Serverless 
Application Repository に公開するには、[AWS SAM デベロッパーガイド] の [AWS Serverless 
Application ModelCLI を使用したアプリケーションの公開] を参照してください。

ステップ 1: buildspec.yml ファイルを作成する
buildspec.yml次の内容のファイルを作成し、 GitHub サーバーレスアプリケーションのリポジト
リに追加します。template.yml は、アプリケーションの AWS SAM テンプレートに置き換えま
す。bucketname は、パッケージ化したアプリケーションの保存先の S3 バケットに置き換えます。

version: 0.2
phases: 
  install: 
    runtime-versions: 
        python: 3.8 
  build: 
    commands: 
      - sam package --template-file template.yml --s3-bucket bucketname --output-template-
file packaged-template.yml
artifacts: 
  files: 
    - packaged-template.yml

ステップ 2: パイプラインを作成して設定する
以下の手順に従って、AWS リージョンサーバーレスアプリケーションを公開する場所にパイプラインを作
成します。

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

2. 必要に応じて、AWS リージョンサーバーレスアプリケーションを公開する場所に切り替えてくださ
い。

3. [パイプラインの作成] を選択します。[Choose pipeline settings (パイプラインの設定の選択)] ページ
で、[パイプライン名] にパイプラインの名前を入力します。

4. [サービスロール] で、[新しいサービスロール] を選択し、IAM CodePipeline でのサービスロールの作
成を許可します。

5. [詳細設定] をデフォルト設定のままにし、[次へ] を選択します。
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6. [ソースステージの追加] ページの [ソースプロバイダー] で、を選択しますGitHub。
7. 接続 で、既存の接続を選択するか、新規の接続を作成します。 GitHub ソースアクション用の接続を

作成または管理する方法については、を参照してくださいGitHub 接続 (p. 196)。
8. 「リポジトリ」で、 GitHub ソースリポジトリを選択します。
9. 「ブランチ」で、 GitHub ブランチを選択します。
10. 出典アクションについては、残りのデフォルトのままにしておきます。[Next] (次へ) を選択します。
11. [Add build stage (ビルドステージの追加)] ページで、ビルドステージを追加します。

a. [ビルドプロバイダ] で、[AWS CodeBuild] を選択します。[リージョン] で、パイプラインリー
ジョンを使用します。

b. [Create project] (プロジェクトの作成) を選択します。
c. [プロジェクト名] に、このビルドプロジェクトの名前を入力します。
d. [環境イメージ] で、[Managed image (マネージド型イメージ)] を選択します。[Operating system] 

で、[Ubuntu] を選択します。
e. [ランタイム] と [ランタイムバージョン] で、サーバーレスアプリケーションに必要なランタイム

とバージョンを選択します。
f. [サービスロール] で、[New service role (新しいサービスロール)] を選択します。
g. [ビルド仕様] で、[Use a buildspec file (ビルド仕様ファイルの使用)] を選択します。
h. [続行] を選択します CodePipeline。 CodePipeline これによりコンソールが開き、 CodeBuild

buildspec.ymlリポジトリ内のを使用して設定するプロジェクトが作成されます。ビルドプロ
ジェクトでは、サービスロールを使用してAWS のサービスのサービスのアクセス許可を管理しま
す。このステップには数分かかる場合があります。

i. [Next] (次へ) を選択します。
12. [Add deploy stage (デプロイステージの追加)] ページで、[Skip deploy stage (デプロイステージのス

キップ)] を選択し、[スキップ] を選択して警告メッセージを受け入れます。[Next] (次へ) を選択しま
す。

13. [パイプラインの作成] を選択します。ソースとビルドステージを示す図が表示されます。
14. CodeBuild サービスロールに、パッケージ化されたアプリケーションの保存先の S3 バケットにアク

セスする許可を与えます。

a. 新しいパイプラインの [ビルド] ステージで、[CodeBuild] を選択します。
b. [Build details (ビルドの詳細)] タブを選択します。
c. [環境] で、 CodeBuild サービスロールを選択して IAM コンソールを開きます。
d. CodeBuildBasePolicy の選択を展開し、[Edit policy (ポリシーの編集)] を選択します。
e. [JSON] を選択します。
f. 新しいポリシーステートメントを以下の内容で追加します。 CodeBuild このステートメントによ

り、パッケージ化されたアプリケーションの保存先である S3 バケットにオブジェクトを配置で
きます。bucketname は、実際の S3 バケット名に置き換えます。

        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucketname/*" 
            ], 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject" 
            ] 
        }

g. [Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。
h. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。API バージョン 2015-07-09
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ステップ 3: 発行アプリケーションをデプロイする
以下のステップに従って、AWS Serverless Application Repository の公開を実行する Lambda 関数
を含むアプリケーションをデプロイします。このアプリケーションは aws-serverless-codepipeline-
serverlessrepo-publish です。

Note

AWS リージョンアプリケーションをパイプラインと同じ場所にデプロイする必要があります。

1. アプリケーションのページに移動し、[デプロイ] を選択します。
2. [I acknowledge that this app creates custom IAM roles (このアプリケーションがカスタム IAM ロール

を作成することを承認します)] を選択します。
3. [Deploy] (デプロイ) をクリックします。
4. [AWS CloudFormation スタックを表示する] をクリックして、AWS CloudFormation コンソールを開

きます。
5. [リソース] セクションを展開します。ほらServerlessRepoPublish、どちらのタイプです

かAWS::Lambda::Function。このリソースの物理 ID を書き留めます。次のステップで使用します。こ
の物理 ID は、 CodePipeline で新しい発行アクションを作成するときに使用します。

ステップ 4: 発行アクションを作成する
以下のステップに従って、パイプラインの発行アクションを作成します。

1. https://console.aws.amazon.com/codepipeline/ CodePipeline  でコンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションセクションで、編集するパイプラインを選択します。
3. [編集] を選択します。
4. 現在のパイプラインの最後のステージが終わったら、[+ Add stage (+ ステージの追加)] を選択しま

す。[Stage name (ステージ名)] に名前 (Publish など) を入力し、[Add stage (ステージの追加)] を選
択します。

5. 新しいステージで、[+ Add action group (+ アクショングループの追加)] を選択します。
6. アクション名を入力します。[アクションプロバイダ] の [呼び出し] で、[AWS Lambda] を選択しま

す。
7. 入力アーティファクトから、を選択しますBuildArtifact。
8. [関数名] で、前のステップで書き留めた Lambda 関数の物理 ID を選択します。
9. アクションの [保存] を選択します。
10. ステージの [完了] を選択します。
11. 右上の [保存] を選択します。
12. パイプラインを確認するには、でアプリケーションに変更を加えます GitHub。たとえば、AWS SAM 

テンプレートファイルの Metadata セクションでアプリケーションの説明を変更します。 GitHub 変
更をコミットしてブランチにプッシュします。これにより、パイプラインの実行がトリガーされま
す。パイプラインが完了したら、アプリケーションが更新されて変更が反映されていることを AWS 
Serverless Application Repository で確認します。

チュートリアル: Lambda 呼び出しアクションで可
変を使用する

Lambda 呼び出しアクションは、入力のパートとして別のアクションの可変を使用し、出力とともに新し
い可変を返すことができます。CodePipeline のアクションの変数については、「可変 (p. 573)」を参照
してください。
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このチュートリアルを終了すると、以下の項目が使用可能になります。

• Lambda は次のアクションを呼び出します。
• CodeCommit ソースアクションからの CommitId 可変を使用する
• 3 つの新しい変数として dateTime、testRunId、region を出力する

• Lambda 呼び出しアクションからの新しい可変を使用してテスト URL とテスト実行 ID を提供する手動
承認アクション

• 新しいアクションを反映して更新されたパイプライン

トピック
• 前提条件  (p. 132)
• ステップ 1: Lambda 関数の作成  (p. 132)
• ステップ 2: Lambda 呼び出しアクションと手動承認アクションをパイプラインに追加する (p. 134)

前提条件
始めるには以下のものが必要です。

• チュートリアル: シンプルなパイプラインを作成する (CodeCommit リポジトリ) (p. 52) の 
CodeCommit ソースを使用してパイプラインを作成または使用できます。

• 既存のパイプラインを編集して CodeCommit ソースアクションに名前空間を含めます。名前空間
SourceVariables をアクションに割り当てます。

ステップ 1: Lambda 関数の作成
次のステップを使用して Lambda 関数と Lambda 実行ロールを作成します。Lambda 関数を作成した後、
パイプラインに Lambda アクションを追加します。

Lambda 関数と実行ロールを作成するには

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. [Create function] (関数の作成) を選択します。[一から作成] が選択された状態のままにしておきます。
3. [関数名] に、関数の名前 (myInvokeFunction など) を入力します。[ランタイム] は、デフォルトの

オプションを選択したままにします。
4. [実行ロールの選択または作成] を選択します。[基本的な Lambda アクセス権限で新しいロールを作成] 

を選択します。
5. [Create function] を選択します。
6. 別のアクションからの変数を使用するには、Lambda 呼び出しアクションの設定で UserParameters

にその変数を渡す必要があります。このチュートリアルで後ほどパイプラインのアクションを設定し
ますが、ここでは変数を渡したものとしてコードを追加します。

const commitId =
event["CodePipeline.job"].data.actionConfiguration.configuration.UserParameters;

新しい変数を生成するには、入力の outputVariables というプロパティを
putJobSuccessResult に設定します。putJobFailureResult の一部として変数を生成すること
はできない点に注意してください。

const successInput = { 
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  jobId: jobId, 
  outputVariables: { 
    testRunId: Math.floor(Math.random() * 1000).toString(), 
    dateTime: Date(Date.now()).toString(), 
    region: lambdaRegion 
  }
};

新しい関数で、[コードをインラインで編集] を選択したまま、次のコード例を index.js の下に貼り
付けます。

var AWS = require('aws-sdk');

exports.handler = function(event, context) { 
    var codepipeline = new AWS.CodePipeline(); 
     
    // Retrieve the Job ID from the Lambda action 
    var jobId = event["CodePipeline.job"].id; 
     
    // Retrieve the value of UserParameters from the Lambda action configuration in 
 CodePipeline, 
    // in this case it is the Commit ID of the latest change of the pipeline. 
    var params = 
 event["CodePipeline.job"].data.actionConfiguration.configuration.UserParameters;  
     
    // The region from where the lambda function is being executed. 
    var lambdaRegion = process.env.AWS_REGION; 
     
    // Notify CodePipeline of a successful job 
    var putJobSuccess = function(message) { 
        var params = { 
            jobId: jobId, 
            outputVariables: { 
                testRunId: Math.floor(Math.random() * 1000).toString(), 
                dateTime: Date(Date.now()).toString(), 
                region: lambdaRegion 
            } 
        }; 
        codepipeline.putJobSuccessResult(params, function(err, data) { 
            if(err) { 
                context.fail(err);       
            } else { 
                context.succeed(message);       
            } 
        }); 
    }; 
     
    // Notify CodePipeline of a failed job 
    var putJobFailure = function(message) { 
        var params = { 
            jobId: jobId, 
            failureDetails: { 
                message: JSON.stringify(message), 
                type: 'JobFailed', 
                externalExecutionId: context.invokeid 
            } 
        }; 
        codepipeline.putJobFailureResult(params, function(err, data) { 
            context.fail(message);       
        }); 
    }; 
     
    var sendResult = function() { 
        try { 
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            console.log("Testing commit - " + params); 
             
            // Your tests here 
             
            // Succeed the job 
            putJobSuccess("Tests passed."); 
        } catch (ex) { 
            // If any of the assertions failed then fail the job 
            putJobFailure(ex);     
        } 
    }; 
     
    sendResult();
}; 

7. [Save] (保存) を選択します。
8. 画面上部の Amazon リソースネーム (ARN) をコピーします。
9. 最後のステップとして、https://console.aws.amazon.com/iam/ で AWS Identity and Access 

Management (IAM) コンソールを開きます。Lambda 実行ロールを変更して、次のポリシーを追加し
ます。AWSCodePipelineCustomActionAccess。Lambda 実行ロールを作成したり、ロールポリシーを
変更したりする手順については、「ステップ 2 : Lambda 関数を作成する (p. 339)」を参照してくだ
さい。

ステップ 2: Lambda 呼び出しアクションと手動承認ア
クションをパイプラインに追加する
このステップでは、パイプラインに Lambda 呼び出しアクションを追加します。Test という名前のステー
ジの一部としてアクションを追加します。アクションタイプは、呼び出しアクションです。次に、呼び出
しアクションの後に、手動承認アクションを追加します。

パイプラインに Lambda アクションと手動承認アクションを追加するには

1. https://console.aws.amazon.com/codepipeline/で、CodePipeline コンソールを開きます。

AWS アカウントに関連付けられているすべてのパイプラインの名前が表示されます。アクションを追
加するパイプラインを選択します。

2. パイプラインに Lambda テストアクションを追加します。

a. パイプラインを編集するには、[編集] を選択します。既存のパイプラインで、ソースアクション
の後にステージを追加します。ステージの名前 (Test など) を入力します。

b. 新しいステージで、アクションを追加するアイコンを選択します。「アクション名」に、呼び出
しアクションの名前 (Test_Commit など) を入力します。

c. Eclipseアクションプロバイダで、AWS Lambda。
d. [入力アーティファクト] で、ソースアクションの出力アーティファクトの名前 

(SourceArtifact など) を選択します。
e. 関数名 で、作成した Lambda 関数の名前を選択します。
f. ユーザーパラメータ に、CodeCommit コミット ID の可変構文を入力します。これにより、パイ

プラインが実行されるたびに確認および承認されるコミットに解決される出力変数が作成されま
す。

#{SourceVariables.CommitId}

g. [変数名前空間] に名前空間名 (TestVariables など) を追加します。
h. [Done] (完了) を選択します。

3. パイプラインに手動の承認アクションを追加します。
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Functions呼び出しアクション

a. パイプラインが編集モードのままで、呼び出しアクションの後にステージを追加します。ステー
ジの名前 (Approval など) を入力します。

b. 新しいステージで、アクションを追加するアイコンを選択します。[アクション名] に、承認アク
ションの名前 (Change_Approval など) を入力します。

c. [アクションプロバイダ] で、[手動承認] を選択します。
d. [レビューする URL] で、region 変数と CommitId 変数の変数構文を追加して URL を作成しま

す。出力変数を提供するアクションに割り当てられた名前空間を使用してください。

この例では、CodeCommit アクションの可変構文を持つ URL にはデフォルトの名前空間
SourceVariables があります。Lambda リージョン出力変数には、TestVariables 名前空間
があります。URL は次のようになります。

https://#{TestVariables.region}.console.aws.amazon.com/codesuite/codecommit/
repositories/MyDemoRepo/commit/#{SourceVariables.CommitId}

[コメント] で、testRunId 変数の変数構文を追加して、承認メッセージテキストを作成します。
この例では、Lambda testRunId 出力変数の変数構文を持つ URL には TestVariables 名前空
間があります。以下のメッセージを入力します。

Make sure to review the code before approving this action. Test Run ID: 
 #{TestVariables.testRunId}

4. [完了] を選択してアクションの編集画面を閉じ、[完了] を選択してステージの編集画面を閉じます。
パイプラインを保存するには、[完了] を選択します。完成したパイプラインには、ソース、テスト、
承認、デプロイの各ステージがある構造が含まれています。

[変更のリリース] を選択して、パイプライン構造で最新の変更を実行します。
5. パイプラインが手動承認ステージに達したら、[確認] を選択します。解決された変数は、コミット ID 

の URL として表示されます。承認者は、コミットを表示する URL を選択できます。
6. パイプラインが正常に実行されたら、アクションの実行履歴ページで変数の値を表示することもでき

ます。

チュートリアル: の使用AWS Step Functionsパイプ
ラインでアクションを呼び出す

AWS Step Functions を使用して、ステートマシンを作成および設定できます。このチュートリアルでは、
パイプラインからステートマシンの実行を有効化するパイプラインに呼び出しアクションを追加する方法
を説明します。

このチュートリアルでは、以下のタスクを行います。

• AWS Step Functions で標準ステートマシンを作成します。
• ステートマシンの入力 JSON ディレクトリを直接入力します。ステートマシンの入力ファイルを 

Amazon Simple Storage Service（Amazon S3）バケットにアップロードすることもできます。
• ステートマシンのアクションを追加して、パイプラインを更新します。

Note

この機能は、アジア (香港) およびヨーロッパ (ミラノ) リージョンでは使用できません。使用可能
なその他のアクションを参照するには、「」を参照してください。 を製品やサービスと統合する
CodePipeline (p. 20)。
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トピック
• 前提条件: シンプルなパイプラインを作成または選択する (p. 136)
• ステップ 1: サンプルステートマシンを作成する (p. 136)
• ステップ 2: パイプラインにStep Functions 呼び出しアクションを追加する (p. 136)

前提条件: シンプルなパイプラインを作成または選択
する
このチュートリアルでは、既存のパイプラインに呼び出しアクションを追加します。チュートリアル: シン
プルなパイプラインを作成する (S3 バケット) (p. 39) または チュートリアル: シンプルなパイプライン
を作成する (CodeCommit リポジトリ) (p. 52) で作成したパイプラインを使用できます。

ソースアクションと少なくとも 2 ステージ構造を持つ既存のパイプラインを使用しますが、この例では
ソースアーティファクトを使用しません。

Note

このアクションを実行するために必要な追加のアクセス許可を使用して、パイプラインで使用
されるサービスロールを更新する必要がある場合があります。これを行うには、AWS Identity 
and Access Management (IAM) コンソールを開き、ロールを見つけて、ロールのポリシーに
許可を追加します。詳細については、「CodePipeline サービスロールにアクセス許可を追加す
る (p. 459)」を参照してください。

ステップ 1: サンプルステートマシンを作成する
ステップ関数コンソールで、HelloWorld サンプルテンプレートを使用してステートマシンを作成しま
す。手順については、AWS Step Functions デベロッパーガイド の ステートマシンの作成 を参照してくだ
さい。

ステップ 2: パイプラインにStep Functions 呼び出しア
クションを追加する
次のように、ステップ関数呼び出しアクションをパイプラインに追加します。

1. AWS Management Console にサインインして、CodePipeline コンソール https://
console.aws.amazon.com/codesuite/codebuild/home を開きます。

AWS アカウントに関連付けられているすべてのパイプラインの名前が表示されます。
2. [Name] で、編集するパイプラインの名前を選択します。これにより、パイプラインの詳細ビューが開

いて、パイプラインの各ステージの各アクションの状態などがわかります。
3. パイプライン詳細ページで、[編集] を選択します。
4. シンプルなパイプラインの 2 番目のステージで、[Edit stage (ステージの編集)] を選択しま

す。[Delete] (削除) を選択します。これで、不要になった 2 番目のステージが削除されました。
5. 図の最下部で [+ Add stage] (+ ステージの追加) を選択します。
6. [ステージ名] にステージ名 (Invoke など) を入力し、[Add stage (ステージの追加)] を選択します。
7. [+ Add action group (+ アクションの追加)] を選択します。
8. [アクション名] に名前 (Invoke など) を入力します。
9. Eclipseアクションプロバイダで、AWSステップ関数。[リージョン] がデフォルトでパイプラインリー

ジョンになることを許可します。
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ダとして使用するパイプラインを作成します。

10. [入力アーティファクト] で [SourceArtifact] を選択します。
11. [State machine ARN (ステートマシン ARN)] で、前に作成したステートマシンの Amazon リソース

ネーム (ARN) を選択します。
12. (オプション) [Execution name prefix (実行名のプレフィックス)] に、ステートマシンの実行 ID に追加

するプレフィックスを入力します。
13. [Input type (入力タイプ)] で [Literal (リテラル)] を選択します。
14. [Input (入力)] に、HelloWorld サンプルステートマシンが想定する入力 JSON を入力します。

Note

ステートマシンの実行への入力は、CodePipeline でアクションの入力アーティファクトを記
述するために使用される条件とは異なります。

この例では、次の JSON を入力します。

{"IsHelloWorldExample": true}

15. [Done] (完了) を選択します。
16. 編集中のステージで、[完了] を選択します。AWS CodePipeline のペインで [保存] を選択し、警告

メッセージで [保存] を選択します。
17. 変更を送信してパイプラインの実行を開始するには、[変更のリリース]、[リリース] の順に選択しま

す。
18. 完了したパイプラインで、[AWSステップ関数あなたの呼び出しアクションで。AWS Step Functions 

コンソールで、ステートマシンの実行 ID を表示します。ID には、ステートマシン名 HelloWorld
と、ステートマシンの実行 ID とプレフィックス my-prefix が表示されます。

arn:aws:states:us-west-2:account-ID:execution:HelloWorld:my-
prefix-0d9a0900-3609-4ebc-925e-83d9618fcca1

チュートリアル: を使用するパイプラインの作成
AWSデプロイプロバイダーとしての AppConfig

このチュートリアルでは、デプロイステージでデプロイアクションプロバイダとして AWS AppConfig を
使用して設定ファイルを継続的に配信するパイプラインを設定します。

トピック
• 前提条件 (p. 137)
• ステップ 1: を作成します。AWSAppConfig リソース (p. 138)
• ステップ 2: ファイルを S3 ソースバケットにアップロードします。 (p. 138)
• ステップ 3: パイプラインを作成します。 (p. 139)
• ステップ 4: 任意のソースファイルに変更を加えてデプロイを確認します。 (p. 140)

前提条件
開始する前に、次を完了しておく必要があります。

• この例では、パイプラインに S3 ソースを使用します。バージョニングが有効になっている Amazon 
S3 バケットを作成するか、使用します。「ステップ 1: アプリケーションの S3 バケットを作成す
る (p. 40)」の手順に従って、S3 バケットを作成します。
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ステップ 1: を作成します。AWSAppConfig リソース
このセクションでは、次のリソースを作成します。

• AWS AWS AppConfig の アプリケーション は、顧客に機能を提供するコードの論理単位です。
• AWS AppConfig の 環境 は、beta環境または製造環境のアプリケーションなどの AppConfig ターゲット

の論理的デプロイグループです。
• 設定プロファイル は、アプリケーションの動作に影響する設定のコレクションです。設定プロファイル

は、保存場所の設定にアクセスする AWS AppConfig を有効にします。
• （オプション）AWS AppConfig の デプロイメント戦略 は、デプロイメント中の任意の時点で、クライ

アントの何パーセントが新しいデプロイされた設定を受け取る必要があるかなど、設定デプロイメント
の動作を定義します。

アプリケーション、環境、設定プロファイル、デプロイ戦略を作成します。

1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. AWS AppConfig のリソースを作成するには、次のトピックのステップを使用します

• アプリケーションの作成。
• 環境を作成します。
• AWS CodePipeline 設定プロファイルを作成します。
• (オプション) 定義済みのデプロイ戦略を選択するか、独自のデプロイメント戦略を作成します。

ステップ 2: ファイルを S3 ソースバケットにアップ
ロードします。
このセクションでは、設定ファイルを作成します。次に、パイプラインがソースステージに使用するバ
ケットにソースファイルを zip してプッシュします。

設定ファイルを作成します。

1. 各リージョンの設定ごとに configuration.json ファイルを作成します。次の内容を含めます。:

Hello World!

2. 次のステップを使用して、設定ファイルを zip してアップロードします。

ソースファイルを zip してアップロードします。

1. ファイルで .zip ファイルを作成し、.zip ファイル configuration-files.zip に名前を付けます。
たとえば、.zip ファイルは次の構造を使用できます。:

.
### appconfig-configurations 
    ### MyConfigurations 
        ### us-east-1 
        #   ### configuration.json 
        ### us-west-2 
            ### configuration.json

2. バケットの Amazon S3 コンソールで、アップロード を選択し、指示に従って、zip ファイルをアップ
ロードします。
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ステップ 3: パイプラインを作成します。
このセクションでは、次のアクションを使用してパイプラインを作成します。

• ソースアーティファクトが設定のファイルである Amazon S3 アクションを含むソースステージ。
• AppConfig デプロイメントアクションを使用したデプロイメントステージ。

ウィザードを使用してパイプラインを作成するには

1. AWS Management Console にサインインして、 CodePipeline コンソール https://
console.aws.amazon.com/codesuite/codebuild/home を開きます。

2. [ようこそ] ページ、[Getting started (開始方法)] ページ、または [パイプライン] ページで、[パイプライ
ンの作成] を選択します。

3. Eclipseステップ 1: パイプラインの設定の選択、でパイプライン名「」と入力しま
す。MyAppConfigPipeline。

4. サービスロール で、新しいサービスロール を選択して、CodePipeline が IAM でサービスロールを作
成できるようにします。

5. [詳細設定] をデフォルト設定のままにし、[次へ] を選択します。
6. Eclipseステップ 2: ソースステージを追加する、でソースプロバイダーで、Amazon S3。バケット

で、S3 ソースバケットの名前を選択します。

S3 オブジェクトキー に、ZIP ファイル名に configuration-files.zip を入力します。

[Next] (次へ) をクリックします。
7. Eclipseステップ 3: ビルドステージを追加するで、Skip build ステージを選択し、を選択して警告メッ

セージを受け入れます。スキップをクリックします。

[Next] (次へ) をクリックします。
8. Eclipseステップ 4: デプロイステージを追加する:

a. Eclipseプロバイダをデプロイするで、AWSAppConfig。
b. アプリケーション で、AWS AppConfig で作成したアプリケーションの名前を選択します。

フィールドにはアプリケーションの ID が表示されます。
c. 環境 で、AWS AppConfig で作成した環境の名前を選択します。フィールドには環境の ID が表示

されます。
d. 設定プロファイルで、AWSAppConfig　で作成した設定プロファイルの名前を選択します。この

フィールドには、設定プロファイルの ID が表示されます。
e. デプロイ戦略 で、デプロイ戦略の名前を選択します。これは、AppConfig で作成したデプロイ

戦略、または AppConfig の事前定義されたデプロイ戦略から選択したデプロイ戦略のいずれかで
す。このフィールドには、デプロイ戦略の ID が表示されます。

f. アーティファクト設定パスを入力 に、ファイルパスを入力します。入力アーティファクト設定
パスが S3 バケット.zip ファイルのディレクトリ構造と一致していることを確認します。この例
では、次のファイルパス : appconfig-configurations/MyConfigurations/us-west-2/
configuration.json を入力します。

g. [Next] (次へ) をクリックします。
9. Eclipseステップ 5: 確認をクリックし、情報を確認してからパイプラインの作成。
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ステップ 4: 任意のソースファイルに変更を加えてデ
プロイを確認します。
ソースファイルに変更を加え、変更をバケットにアップロードします。これにより、パイプラインの実行
がトリガーされます。バージョンを表示して、設定が使用可能であることを確認します。

チュートリアル: GitHub パイプラインソースでフル
クローンを使用する

で、 GitHub ソースアクションの完全なクローンオプションを選択できます CodePipeline。このオプショ
ンを使用して、パイプライン構築アクションで Git CodeBuild メタデータのコマンドを実行します。

このチュートリアルでは、リポジトリにアクセスし、ソースデータに完全クローンオプションを使用し、 
GitHub リポジトリをクローンし、リポジトリの Git CodeBuild コマンドを実行するビルドを実行するビル
ドを実行するパイプラインを作成します。

Note

この機能は、アジアパシフィック (香港) および欧州 (ミラノ) リージョンでは利用できません。利
用可能なその他のアクションについては、「 を製品やサービスと統合するCodePipeline (p. 20)」
を参照してください。

トピック
• 前提条件 (p. 140)
• ステップ 1: README ファイルを作成する (p. 140)
• ステップ 2: パイプラインを作成してプロジェクトをビルドする (p. 141)
• ステップ 3: CodeBuild 接続を使用するようサービスロールポリシーを更新する (p. 143)
• ステップ 4: ビルド出力でリポジトリコマンドを表示する (p. 143)

前提条件
開始する前に、以下を実行する必要があります。

• GitHub GitHub アカウントでリポジトリを作成します。
• GitHub 認証情報を準備してください。を使用して接続を設定すると、 GitHub 認証情報を使用してサイ

ンインするように求められます。AWS Management Console

ステップ 1: README ファイルを作成する
GitHub リポジトリを作成したら、次のステップを使用して README ファイルを追加します。

1. リポジトリにログインし、 GitHub リポジトリを選択します。
2. 新規のファイルを作成するには、ファイルの追加 > ファイルの作成 を選択します。ファイルに名前を

付けます。README.md ファイルを作成し、次のテキストを追加します。

This is a GitHub repository!

3. [Commit changes] (変更のコミット) を選択します。

README.md ファイルがリポジトリのルートレベルにあることを確認してください。
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ステップ 2: パイプラインを作成してプロジェクトを
ビルドする
このセクションでは、次のアクションを使用してパイプラインを作成します。

• GitHub リポジトリとアクションへの接続を持つソースステージ。
• AWS CodeBuild ビルドアクションを含むビルドステージ。

ウィザードを使用してパイプラインを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/codepipeline/ CodePipeline  でコンソールにサインインします。
2. [ようこそ] ページ、[Getting started] (開始方法) ページ、または [パイプライン] ページで、[パイプライ

ンの作成] を選択します。
3. [ステップ 1: パイプラインの設定を選択する] の [パイプライン名] に「MyGitHubPipeline」と入力

します。
4. [Service role] (サービスロール) で、[Create service role] (サービスロールの作成) を選択します。

Note

CodePipeline 既存のサービスロールを代わりに使用する場合は、サービスロールポリシーに
対するcodestar-connections:UseConnection IAM アクセス許可を追加したことを確
認してください。サービスロールの手順については、「 CodePipeline  CodePipeline サービ
スロールに許可を追加する」を参照してください。

5. アーティファクトストアで、デフォルトのアーティファクトストアを使用するために デフォルトの場
所 を選択します。

Note

これはソースコードのソースバケットではありません。パイプラインのアーティファクトス
トアです。パイプラインごとに S3 バケットなどの個別のアーティファクトストアが必要で
す。

[Next] (次へ) を選択します。
6. ステップ2：[Add source stage] (ソースステージの追加) ページで、ソースステージを追加します。

a. [ソースプロバイダ] で、GitHub を選択します。
b. 接続 で、既存の接続を選択するか、新規の接続を作成します。 GitHub ソースアクション用の接

続を作成または管理する方法については、を参照してくださいGitHub 接続 (p. 196)。
c. [リポジトリ名] で、 GitHub リポジトリの名前を選択します。
d. BranchName に、使用するリポジトリブランチを入力します。
e. 完全なクローン を選択して、ソースリポジトリの git クローンオプションを有効にします。git 

CodeBuild クローンオプションを使用できるのは、によって提供されるアクションだけです。こ
のチュートリアルでは、ステップ 3: CodeBuild 接続を使用するようサービスロールポリシーを更
新する (p. 143) CodeBuild このオプションを使用するプロジェクトサービスロールの許可を更
新するためにを使用します。

[Next] (次へ) を選択します。
7. [Add build stage (ビルドステージの追加)] で、ビルドステージを追加します。

a. [ビルドプロバイダ] で、[AWS CodeBuild] を選択します。[リージョン] がデフォルトでパイプラ
インリージョンになることを許可します。

b. [Create project] (プロジェクトの作成) を選択します。
c. [プロジェクト名] に、このビルドプロジェクトの名前を入力します。
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d. [環境イメージ] で、[Managed image (マネージド型イメージ)] を選択します。[Operating system] 
で、[Ubuntu] を選択します。

e. [ランタイム] で、[Standard (標準)] を選択します。[イメージ] で、[aws/codebuild/standard:4.0] を
選択します。

f. [サービスロール] で、[New service role (新しいサービスロール)] を選択します。

Note

CodeBuild サービスロールの名前を書き留めます。このチュートリアルの最後のステッ
プでは、ロール名が必要になります。

g. [Buildspec] の Build specifications (ビルド仕様) で、[Insert build commands] (ビルドコマンドの挿
入) を選択します。エディタに切り替え を選択し、ビルドコマンド に以下を貼り付けます。

Note

ビルド仕様の env セクションで、この例に示すように、git コマンドの認証情報ヘルパー
が有効になっていることを確認します。

version: 0.2

env: 
  git-credential-helper: yes
phases: 
  install: 
    #If you use the Ubuntu standard image 2.0 or later, you must specify runtime-
versions. 
    #If you specify runtime-versions and use an image other than Ubuntu standard 
 image 2.0, the build fails. 
    runtime-versions: 
      nodejs: 10 
      # name: version 
    #commands: 
      # - command 
      # - command 
  pre_build: 
    commands: 
      - ls -lt 
      - cat README.md 
  build: 
    commands: 
      - git log | head -100 
      - git status 
      - ls 
      - git archive --format=zip HEAD > application.zip 
  #post_build: 
    #commands: 
      # - command 
      # - command
artifacts: 
  files: 
    - application.zip 
    # - location 
  #name: $(date +%Y-%m-%d) 
  #discard-paths: yes 
  #base-directory: location
#cache: 
  #paths: 
    # - paths

h. [続行] を選択します CodePipeline。 CodePipelineコンソールに戻り、 CodeBuild 構築コマンドを
使用して構成するプロジェクトが作成されます。ビルドプロジェクトでは、サービスロールを使
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ようサービスロールポリシーを更新する

用してAWS のサービスのアクセス許可を管理します。このステップには数分かかる場合がありま
す。

i. [Next] (次へ) を選択します。
8. [Step 4: Add deploy stage (ステップ 4: デプロイステージの追加)] ページで、[Skip deploy stage (デプ

ロイステージのスキップ)] を選択し、[スキップ] を選択して警告メッセージを受け入れます。[Next]
(次へ) を選択します。

9. [Step 5: Review (ステップ 5: 確認)] で、[パイプラインの作成] を選択します。

ステップ 3: CodeBuild 接続を使用するようサービス
ロールポリシーを更新する
CodeBuild サービスロールが接続使用許可の更新をする必要があるため、最初のパイプラインの実行は
失敗します。codestar-connections:UseConnection IAM 許可をサービスロールポリシーに追加
します。IAM コンソールでポリシーを更新する手順については、Bitbucket GitHub、 CodeBuild GitClone 
GitHub またはエンタープライズサーバーへの接続権限の追加 (p. 410) を参照してください。

ステップ 4: ビルド出力でリポジトリコマンドを表示
する
1. サービスロールが正常に更新されたら、 CodeBuild 失敗したステージで再試行を選択します。
2. パイプラインが正常に実行されたら、デプロイステージで 詳細 を選択します。

[実行の詳細] で、 CodeBuild ビルド出力を表示します。コマンドは、README.md ファイルの内容を
出力し、ディレクトリ内のファイルを一覧表示し、リポジトリのクローンを作成し、ログを表示し、
リポジトリを ZIP ファイルとしてアーカイブします。

チュートリアル: CodeCommit パイプラインソース
でフルクローンを使用する

CodeCommit でソースアクションの完全なクローンオプションを選択できます CodePipeline。このオプ
ションを使用して、パイプラインビルドアクションで Git CodeBuild メタデータへのアクセスを許可しま
す。

このチュートリアルでは、リポジトリにアクセスし、ソースデータの完全なクローンオプションを使用
し、 CodeCommit リポジトリのクローンを作成してリポジトリの Git コマンドを実行する Git コマンドを
実行する Git コマンドを実行する Git コマンドを実行する Git コマンドを実行する Git コマンドを実行する 
Git コマンドを実行する Git コマンドを実行する Git コマンドを実行する Git コマンドを実行する Git コマ
ンドを実行する Git コマンド CodeBuild

Note

CodeBuild アクションは、Git クローンオプションで利用可能な Git メタデータの使用をサポート
する唯一のダウンストリームアクションです。また、パイプラインにクロスアカウントアクショ
ンを含めることはできますが、フルクローンオプションを成功させるには、 CodeBuild アクショ
ンとアクションを同じアカウントに含める必要があります。 CodeCommit

トピック
• 前提条件 (p. 144)
• ステップ 1 : README ファイルを作成する (p. 144)
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• ステップ 2: パイプラインを作成してプロジェクトをビルドする (p. 144)
• ステップ 3: CodeBuild サービスロールポリシーを更新してリポジトリをクローンする (p. 146)
• ステップ 4: 構築出力でリポジトリコマンドを表示する (p. 146)

前提条件
開始する前に、パイプラインと同じ CodeCommit AWSアカウントとリージョンにリポジトリを作成する
必要があります。

ステップ 1 : README ファイルを作成する
これらのステップを使用して、README ファイルをソースリポジトリに追加します。README ファイル
は、 CodeBuild ダウンストリームアクションが読み取るためのサンプルソースファイルを提供します。

README ファイルを追加するには

1. リポジトリにログインし、リポジトリを選択します。
2. 新規のファイルを作成するには、ファイルの追加 > ファイルの作成 を選択します。ファイル

README.md に名前を付け、ファイルを作成し、次のテキストを追加します。

This is a CodeCommit repository!

3. [Commit changes] (変更のコミット) を選択します。

README.md ファイルがリポジトリのルートレベルにあることを確認してください。

ステップ 2: パイプラインを作成してプロジェクトを
ビルドする
このセクションでは、次のアクションを使用してパイプラインを作成します。

• CodeCommit ソースアクションを持つソースステージ。
• AWS CodeBuild ビルドアクションを含むビルドステージ。

ウィザードを使用してパイプラインを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/codepipeline/ CodePipeline  でコンソールにサインインします。
2. [ようこそ] ページ、[Getting started] (開始方法) ページ、または [パイプライン] ページで、[パイプライ

ンの作成] を選択します。
3. [ステップ 1: パイプラインの設定を選択する] の [パイプライン名] に「MyCodeCommitPipeline」と

入力します。
4. [Service role (サービスロール)] で、次のいずれかの操作を行います。

• 新しいサービスロールを作成 を選択します。
• CodePipeline 既存のサービスロールを選択します。このロールには、サービスロールポリシーに

対する codecommit:GetRepository IAM 許可が必要です。「 CodePipeline サービスロールへ
の権限の追加」を参照してください。

5. アドバンスト では、デフォルトのままにします。[Next] (次へ) を選択します。
6. ステップ 2: ソースステージの追加 ページで、次を行います。

a. [ソースプロバイダ] で、CodeCommit を選択します。
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b. リポジトリ名 で、 リポジトリの名前を選択します。
c. ブランチ名 で、ブランチ名を選択します。
d. 完全なクローンを選択して、ソースリポジトリの Git クローンオプションを有効にします。

[Next] (次へ) を選択します。
7. 構築ステージの追加 で、次を行います。

a. [ビルドプロバイダ] で、[AWS CodeBuild] を選択します。[リージョン] がデフォルトでパイプラ
インリージョンになることを許可します。

b. [Create project] (プロジェクトの作成) を選択します。
c. [プロジェクト名] に、このビルドプロジェクトの名前を入力します。
d. [環境イメージ] で、[Managed image (マネージド型イメージ)] を選択します。[Operating system] 

で、[Ubuntu] を選択します。
e. [ランタイム] で、[Standard (標準)] を選択します。[イメージ] で、[aws/codebuild/standard:4.0] を

選択します。
f. [サービスロール] で、[New service role (新しいサービスロール)] を選択します。

Note

CodeBuild サービスロールの名前を書き留めます。このチュートリアルの最後のステッ
プでは、ロール名が必要になります。

g. [Buildspec] の Build specifications (ビルド仕様) で、[Insert build commands] (ビルドコマンドの挿
入) を選択します。エディタに切り替え を選択し、構築コマンド の下に次のコードを貼り付けま
す。

version: 0.2

env: 
  git-credential-helper: yes
phases: 
  install: 
    #If you use the Ubuntu standard image 2.0 or later, you must specify runtime-
versions. 
    #If you specify runtime-versions and use an image other than Ubuntu standard 
 image 2.0, the build fails. 
    runtime-versions: 
      nodejs: 10 
      # name: version 
    #commands: 
      # - command 
      # - command 
  pre_build: 
    commands: 
      - ls -lt 
      - cat README.md 
  build: 
    commands: 
      - git log | head -100 
      - git status 
      - ls 
      - git describe --all 
  #post_build: 
    #commands: 
      # - command 
      # - command
#artifacts: 
  #files: 
    # - location 
  #name: $(date +%Y-%m-%d) 
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  #discard-paths: yes 
  #base-directory: location
#cache: 
  #paths: 
    # - paths

h. [続行] を選択します CodePipeline。 CodePipeline コンソールに戻り、 CodeBuild ビルドコマン
ドを使用して設定するプロジェクトが作成されます。ビルドプロジェクトでは、サービスロール
を使用してAWS のサービスのアクセス許可を管理します。このステップには数分かかる場合があ
ります。

i. [Next] (次へ) を選択します。
8. [Step 4: Add deploy stage (ステップ 4: デプロイステージの追加)] ページで、[Skip deploy stage (デプ

ロイステージのスキップ)] を選択し、[スキップ] を選択して警告メッセージを受け入れます。[Next]
(次へ) を選択します。

9. [Step 5: Review (ステップ 5: 確認)] で、[パイプラインの作成] を選択します。

ステップ 3: CodeBuild サービスロールポリシーを更新
してリポジトリをクローンする
リポジトリからプルを許可した CodeBuild サービスロールを更新する必要があるため、最初のパイプライ
ンの実行は失敗します。

codecommit:GitPull IAM 許可をサービスロールポリシーに追加します。IAM コンソールでポリシーを
更新する手順については、 CodeBuild GitClone CodeCommitソースアクションの権限を追加 (p. 411) を
参照してください。

ステップ 4: 構築出力でリポジトリコマンドを表示す
る
ビルド出力 を表示するには

1. サービスロールが正常に更新されたら、 CodeBuild 失敗したステージで再試行を選択します。
2. パイプラインが正常に実行されたら、デプロイステージで 詳細 を選択します。

[実行の詳細] で、 CodeBuild ビルド出力を表示します。コマンドは、README.mdファイルの内容を
出力し、ディレクトリ内のファイルを一覧表示し、リポジトリのクローンを作成し、git describe 
--allログを表示して実行します。

チュートリアル:AWS CloudFormation StackSets デ
プロイアクションでパイプラインを作成する

このチュートリアルでは、AWS CodePipeline コンソールを使用して、スタックセットとスタックインス
タンスを作成するためのデプロイアクションを使用したパイプラインを作成します。パイプラインが実行
されると、テンプレートはスタックセットを作成し、スタックセットをデプロイするインスタンスを作成
および更新します。

スタックセットの許可を管理する方法には、セルフマネージド型の IAM ロールと AWS マネージド型の 
IAM ロールの 2 つがあります。このチュートリアルでは、セルフマネージド型の許可の例を示します。

で StackSets を最も効果的に使用するには CodePipeline、AWS CloudFormation StackSets 背後にある概
念とその仕組みを明確に理解しておく必要があります。StackSets AWS CloudFormationユーザーガイドの
概念を参照してください。
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前提条件

Note

この機能は、アジアパシフィック (香港) および欧州 (ミラノ) リージョンでは利用できません。利
用可能なその他のアクションについては、「 を製品やサービスと統合するCodePipeline (p. 20)」
を参照してください。

トピック
• 前提条件 (p. 147)
• ステップ 1: サンプル AWS CloudFormation テンプレートとパラメータファイルをアップロードす

る (p. 147)
• ステップ 2: パイプラインを作成する (p. 93)
• ステップ 3: 初期デプロイを表示する (p. 150)
• ステップ 4: CloudFormationStackInstances アクションを追加する (p. 151)
• ステップ 5: デプロイのスタックセットリソースを表示する (p. 151)
• ステップ 6: スタックセットを更新する (p. 152)

前提条件
スタックセットオペレーションでは、管理者アカウントとターゲットアカウントの 2 つの異なるアカウン
トを使用します。管理者アカウントでは、スタックセットを作成します。ターゲットアカウントでは、ス
タックセットに属する個別のスタックを作成します。

管理者アカウントで管理者ロールを作成するには

• 「スタックセットオペレーションの基本アクセス許可の設定」の手順に従います。ロールは
AWSCloudFormationStackSetAdministrationRole という名前にする必要があります。

ターゲットアカウントにサービスロールを作成するには

• 管理者アカウントを信頼するターゲットアカウントにサービスロールを作成します。「ス
タックセットオペレーションの基本アクセス許可の設定」の手順に従います。ロールは
AWSCloudFormationStackSetExecutionRole という名前にする必要があります。

ステップ 1: サンプル AWS CloudFormation テンプ
レートとパラメータファイルをアップロードする
スタックセットテンプレートとパラメータファイルのソースバケットを作成します。サンプル AWS 
CloudFormation テンプレートファイルをダウンロードし、パラメータファイルを設定後、S3 ソースバ
ケットにアップロードする前にファイルを圧縮します。

Note

ソースファイルが唯一のテンプレートであっても、S3 ソースバケットにアップロードする前に、
必ずソースファイルを圧縮してください。

S3 ソースバケットを作成するには

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. バケットの作成 を選択します。
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ステップ 1: サンプル AWS CloudFormation テンプ
レートとパラメータファイルをアップロードする

3. [バケット名] にバケットの名前を入力します。

[リージョン] で、パイプラインを作成するリージョンを選択します。[バケットを作成] を選択しま
す。

4. バケットが作成されると、成功バナーが表示されます。[バケットの詳細に移動] を選択します。
5. [プロパティ] タブで、[バージョニング] を選択します。[バージョニングの有効化] を選択し、[保存] を

選択します。

AWS CloudFormation テンプレートファイルを作成するには

1. CloudTrail スタックセットの設定を生成するために、サンプルテンプレートファイルをダウン
ロードしますhttps://s3.amazonaws.com/cloudformation-stackset-sample-templates-us-east-1/ 
EnableAWSCloudtrail.yml。

2. template.yml という名前でファイルを保存します。

parameters.txt ファイルを作成するには

1. デプロイのパラメータでファイルを作成します。パラメータは、実行時にスタック内で更新する値で
す。次のサンプルファイルは、スタックセットのテンプレートパラメータを更新して、ログ記録検証
とグローバルイベントを有効にします。

[ 
  { 
    "ParameterKey": "EnableLogFileValidation", 
    "ParameterValue": "true" 
  },  
  { 
    "ParameterKey": "IncludeGlobalEvents", 
    "ParameterValue": "true" 
  }
]

2. parameters.txt という名前でファイルを保存します。

accounts.txt ファイルを作成するには

1. 次のサンプルファイルに示されているように、インスタンスを作成するアカウントでファイルを作成
します。

[ 
    "111111222222","333333444444"
]

2. accounts.txt という名前でファイルを保存します。

ソースファイルを作成してアップロードするには

1. ファイルを単一の zip ファイルに結合します。ファイルは zip ファイルで以下のようになっていま
す。

template.yml
parameters.txt
accounts.txt

2. zip ファイルを S3 バケットにアップロードします。このファイルは、でのデプロイアクションのため
にパイプライン作成 CodePipelineウィザードによって作成されたソースアーティファクトです。
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ステップ 2: パイプラインを作成する

ステップ 2: パイプラインを作成する
このセクションでは、次のアクションを使用してパイプラインを作成します。

• ソースアーティファクトがテンプレートファイルやサポートソースファイルである S3 ソースアクショ
ンのあるソースステージ。

• スタックセットを作成する AWS CloudFormation スタックセットデプロイアクションのあるデプロイス
テージ。

• ターゲットアカウント内にスタックとインスタンスを作成する AWS CloudFormation スタックインスタ
ンスデプロイアクションのあるデプロイステージ。

CloudFormationStackSet アクションを使用してパイプラインを作成するには

1. にサインインしてAWS Management Console、http://console.aws.amazon.com/codesuite/
codepipeline/home CodePipeline  でコンソールを開きます。

2. [ようこそ] ページ、[Getting started] (開始方法) ページ、または [パイプライン] ページで、[パイプライ
ンの作成] を選択します。

3. [ステップ 1: パイプラインの設定を選択する] の [パイプライン名] に「MyStackSetsPipeline」と
入力します。

4. サービスロールで、新しいサービスロールを選択して、IAM CodePipeline でのサービスロールの作成
を許可します。

5. [アーティファクトストア] では、デフォルト値はそのままにしておきます。

Note

これはソースコードのソースバケットではありません。パイプラインのアーティファクトス
トアです。パイプラインごとに S3 バケットなどの個別のアーティファクトストアが必要で
す。パイプラインを作成または編集する場合は、パイプラインリージョンにアーティファ
クトバケットが必要であり、アクションを実行する AWS リージョンごとに 1 つのアーティ
ファクトバケットが必要です。
詳細については、入力および出力アーティファクト (p. 14)およびCodePipeline パイプライン
構造リファレンス (p. 469)を参照してください。

[次へ] を選択します。
6. [Step 2: Add source stage] (ステップ 2: ソースステージを追加する) ページの [ソースプロバイダー] で 

[Amazon S3] を選択します。
7. [バケット] に、このチュートリアル用に作成した S3 ソースバケット (BucketName など) を入力しま

す。[S3 オブジェクトキー] に、zip ファイルのファイルパスとファイル名 (MyFiles.zip など) を入
力します。

8. [Next] (次へ) を選択します。
9. [Step 3: Add build stage] (ステップ 3: ビルドステージを追加する) で、[Skip build stage] (ビルドス

テージのスキップ) を選択し、もう一度 [スキップ] を選択して警告メッセージを受け入れます。

[Next] (次へ) を選択します。
10. ステップ 4: デプロイステージを追加する:

a. [デプロイプロバイダー] で、[AWS CloudFormation スタックセット] を選択します。
b. [スタックセット名] に、スタックセットの名前を入力します。これは、テンプレートが作成する

スタックセットの名前です。

Note

スタックセット名を記録します。この名前は、パイプラインに 2 StackSets 番目のデプ
ロイアクションを追加するときに使用します。
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ステップ 3: 初期デプロイを表示する

c. [テンプレートパス] に、テンプレートファイルをアップロードしたアーティファクト名とファイ
ルパスを入力します。例えば、デフォルトのソースアーティファクト名 SourceArtifact を使
用して次のように入力します。

SourceArtifact::template.yml

d. [デプロイターゲット] に、アカウントファイルをアップロードしたアーティファクト名とファイ
ルパスを入力します。例えば、デフォルトのソースアーティファクト名 SourceArtifact を使
用して次のように入力します。

SourceArtifact::accounts.txt

e. [デプロイ先の AWS リージョン] に、最初のスタックインスタンスをデプロイする 1 つのリー
ジョン (us-east-1 など) を入力します。

f. [デプロイオプション] を拡張します。[パラメータ] に、パラメータファイルをアップロードした
アーティファクト名とファイルパスを入力します。例えば、デフォルトのソースアーティファク
ト名 SourceArtifact を使用して次のように入力します。

SourceArtifact::parameters.txt

パラメータをファイルパスではなく、リテラル入力として入力するには、次のように入力しま
す。

ParameterKey=EnableLogFileValidation,ParameterValue=true
ParameterKey=IncludeGlobalEvents,ParameterValue=true

g. [Capabilities] (機能) で、[CAPABILITY_IAM] と [CAPABILITY_NAMED_IAM] を選択します。
h. [アクセス許可モデル] で、[SELF_MANAGED] を選択します。
i. [障害耐性の割合] に「20」と入力します。
j. [最大同時割合] に「25」と入力します。
k. [Next] (次へ) を選択します。
l. [パイプラインの作成] を選択します。パイプラインが表示されます。
m. パイプラインの実行を許可します。

ステップ 3: 初期デプロイを表示する
初期デプロイのリソースとステータスを表示します。デプロイでスタックセットが正常に作成されたこと
を確認したら、2 番目のアクションを [デプロイ] ステージに追加します。

リソースを表示するには

1. https://console.aws.amazon.com/codepipeline/ CodePipeline  でコンソールを開きます。
2. [パイプライン] で、パイプラインを選択してから、[表示] を選択します。この図は、パイプラインの

ソースとデプロイのステージを示しています。
3. パイプラインの CloudFormationStackSet アクションで、AWS CloudFormation アクションを選択しま

す。スタックセットのテンプレート、リソース、イベントが AWS CloudFormation コンソールに表示
されます。

4. 左のナビゲーションパネルで、を選択しますStackSets。リストで、新しいスタックセットを選択しま
す。

5. [スタックインスタンス] タブを選択します。us-east-1 リージョンでは、提供したアカウントごとに 1 
つのスタックインスタンスが作成されていることを確認します。各スタックインスタンスのステータ
スが CURRENT になっていることを確認します。
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ステップ 4: CloudFormationStackInstances 

アクションを追加する

ステップ 4: CloudFormationStackInstances アクショ
ンを追加する
次のアクションを、残りのスタックインスタンスを作成できるようにしますAWS CloudFormation 
StackSets 。

パイプラインで次のアクションを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/codepipeline/ CodePipeline  でコンソールを開きます。

[パイプライン] で、パイプラインを選択してから、[表示] を選択します。この図は、パイプラインの
ソースとデプロイのステージを示しています。

2. パイプラインの編集を選択します。パイプラインは [編集] モードで表示されます。
3. [デプロイ] ステージで、[編集] を選択します。
4. [AWS CloudFormation スタックセット] デプロイアクションで、[アクショングループの追加] を選択し

ます。
5. [アクションの編集] ページで、アクションの詳細を追加します。

a. [アクション名] に、アクションの名前を入力します。
b. [アクションプロバイダー] で、[AWS CloudFormation スタックインスタンス] を選択します。
c. [アーティファクト入力] で SourceArtifact を選択します。
d. [スタックセット名] に、スタックセットの名前を入力します。これは、最初のアクションで指定

したスタックセットの名前です。
e. [デプロイターゲット] に、アカウントファイルをアップロードしたアーティファクト名とファイ

ルパスを入力します。例えば、デフォルトのソースアーティファクト名 SourceArtifact を使
用して次のように入力します。

SourceArtifact::accounts.txt

f. [デプロイ先の AWS リージョン] に、残りのスタックインスタンスをデプロイするリージョン 
(us-east-2 や eu-central-1 など) を以下のように入力します。

us-east2, eu-central-1

g. [障害耐性の割合] に「20」と入力します。
h. [最大同時割合] に「25」と入力します。
i. [保存] を選択します。
j. 手動で変更を解除します。更新されたパイプラインがデプロイステージに 2 つのアクションと共

に表示されます。

ステップ 5: デプロイのスタックセットリソースを表
示する
スタックセットのデプロイのリソースとステータスを表示します。

リソースを表示するには

1. https://console.aws.amazon.com/codepipeline/ CodePipeline  でコンソールを開きます。
2. [パイプライン] で、パイプラインを選択してから、[表示] を選択します。この図は、パイプラインの

ソースとデプロイのステージを示しています。
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ステップ 6: スタックセットを更新する

3. パイプラインの AWS CloudFormation Stack Instances アクションで、AWS CloudFormation 
アクションを選択します。スタックセットのテンプレート、リソース、イベントが AWS 
CloudFormation コンソールに表示されます。

4. 左のナビゲーションパネルで、を選択しますStackSets。リストで、スタックセットを選択します。
5. [スタックインスタンス] タブを選択します。提供した各アカウントの残りのスタックインスタンス

が、すべて想定したリージョンで作成または更新されていることを確認します。各スタックインスタ
ンスのステータスが CURRENT になっていることを確認します。

ステップ 6: スタックセットを更新する
スタックセットを更新し、インスタンスに更新をデプロイします。この例では、更新用に指定するデプロ
イターゲットも変更します。更新のパートではないインスタンスは、古いステータスに移行します。

1. https://console.aws.amazon.com/codepipeline/ CodePipeline  でコンソールを開きます。
2. [パイプライン] で、パイプラインを選択してから、[編集] を選択します。[デプロイ] ステージで、[編

集] を選択します。
3. パイプラインで、[AWS CloudFormation スタックセット] アクションを選択して編集します。[説明] 

で、既存の説明をスタックセットの新しい説明に書き直します。
4. パイプラインで、[AWS CloudFormation スタックインスタンス] アクションを選択して編集します。

[デプロイ先の AWS リージョン] で、アクションの作成時に入力された値 us-east-2 を削除しま
す。

5. 変更を保存します。[変更のリリース] を選択して、パイプラインを実行します。
6. AWS CloudFormation でアクションを開きます。「StackSet 情報」タブを選択します。[StackSet 説

明] で、新しい説明が表示されていることを確認します。
7. [スタックインスタンス] タブを選択します。[ステータス] で、us-east-2 のスタックインスタンスのス

テータスが OUTDATED であることを確認します。
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ベストプラクティス

CodePipeline のベストプラクティス
とユースケース

AWS CodePipeline は多数の製品およびサービスと統合されています。以下のセクションで
は、CodePipeline のベストプラクティスとユースケース、およびこれらの関連製品とサービスについて説
明します。

CodePipeline の簡単なビジネスユースケースは、サービスの実装方法とユーザーアクセスの制御方法を理
解するのに役立ちます。ユースケースは一般的な用語で説明されています。求めている結果を得るために
使用する API を規定していません。

トピック
• ベストプラクティス (p. 153)
• CodePipeline のユースケース (p. 154)

ベストプラクティス
CodePipeline を使用している場合は、こちらのセクションで説明されているベストプラクティスをご利用
ください。

CodePipeline リソースで使用するセキュリティのベス
トプラクティス
パイプラインに接続するソースリポジトリには暗号化と認証を使用します。CodePipeline のセキュリティ
のベストプラクティスに関しては、「セキュリティベストプラクティス (p. 467)」を参照してください。

CodePipeline リソースで使用するモニタリングとログ
記録のベストプラクティス
AWS のロギング機能を使用すると、ユーザーがアカウントで実行したアクションや使用されたリソースを
確認できます。ログファイルは次の情報を表示します：

• アクションが実行された日時。
• アクションのソース IP アドレス。
• 不適切なアクセス権限が理由で失敗したアクション。

AWS のサービスロギング機能は次ので使用できます。

• AWS CloudTrail は AWS アカウントによって、またはそれに代わるアカウントによって行われた AWS 
API コールとそれに関連するイベントをログするために使用できます。詳細については、「による 
CodePipeline API 呼び出しのロギングAWS CloudTrail (p. 403)」を参照してください。

• AmazonCloudWatch Eventsは、AWS クラウドリソースおよびで実行しているアプリケーショ
ンをリアルタイムでモニタリングすることができますAWS。定義したメトリクスに基づい
て、AmazonCloudWatch Events でアラートを作成できます。詳細については、「 CodePipeline イベン
トのモニタリング (p. 385)」を参照してください。
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Jenkins プラグインを使用するためのベストプラクティス

Jenkins プラグインを使用するためのベストプラク
ティス
Jenkins アクションプロバイダーを使用するパイプラインでは、このセクションに記載されているベスト
プラクティスを使用します。

Jenkins ビルドサーバー用の別の Amazon EC2 インスタンスと 
IAM ロールを設定する
ベストプラクティスとして、パイプラインのビルドまたはテストアクションで Jenkins ビルドプロバイ
ダを使用する場合は、 Amazon EC2 インスタンスに Jenkins をインストールし、別の EC2 インスタンス
プロファイルを設定します。インスタンスプロファイルが Amazon S3 からファイルを取得するなどプロ
ジェクトのタスクを実行するために必要な AWS アクセス許可のみをJenkins に付与されているを確認して
ください。

インスタンスプロファイルは、Amazon EC2 インスタンスで実行されているアプリケーションに、他の
インスタンスにアクセスするための認証情報を提供しますAWS のサービス。そのため、AWS 認証情報 
(AWS アクセスキーおよびシークレットキー) を設定する必要はありません。

Jenkins インスタンスプロファイルのロールを作成する方法については、「Jenkins 統合に使用する IAM 
ロールを作成する (p. 63)」のステップを参照してください。

CodePipeline のユースケース
他のパイプラインと統合するパイプラインを作成できますAWS のサービス。これらはAWS のサービス 
Amazon S3 やのようなサードパーティ製品のGitHubサービスです。このセクションは CodePipeline を使
用して別の製品統合を使いコードリリースを自動化する場合の例を示しています。アクションタイプ別に
整理した CodePipeline との統合の一覧は「CodePipeline パイプライン構造リファレンス (p. 469)」を参
照してください。

トピック
• Amazon S3AWS CodeCommit と併用すると、CodePipelineAWS CodeDeploy (p. 154)
• サードパーティーアクションプロバイダー (GitHubおよび Jenkins)CodePipeline で使用する (p. 155)
• AWSCodePipelineCodeStar で使用して、コードプロジェクトにパイプラインを構築する (p. 155)
• CodeBuild で CodePipeline を使用してコードをコンパイル、ビルド、テストする (p. 156)
• Amazon ECSCodePipeline と共に使用すると、コンテナベースのアプリケーションをクラウドに継続

的に配信します (p. 156)
• Elastic BeanstalkCodePipeline と共に使用すると、クラウドにウェブアプリケーションを継続的にデ

リバリーする (p. 156)
• AWS Lambda で CodePipeline を使用して Lambda ベースアプリケーションとサーバーレスアプリ

ケーションを継続的にデリバリーする (p. 156)
• AWS CloudFormation テンプレートで CodePipeline を使用してクラウドに継続的にデリバリーす

る (p. 156)

Amazon S3AWS CodeCommit と併用する
と、CodePipelineAWS CodeDeploy
パイプラインを作成すると、パイプラインの各ステージでアクションプロバイダーとして作動する
CodePipelineAWS製品やサービスと統合します。ウィザードでステージを選択する場合は、ソースステー
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サードパーティーアクションプロバイダー 

(GitHubおよび Jenkins)CodePipeline で使用する

ジそしてビルドまたはデプロイステージを少なくても 1 つ選ぶ必要があります。ウィザードは変更するこ
とができないデフォルト名を使用してステージを作成します。こうしたステージの名前は、ウィザードで 
3 つの完全なステージをセットアップした際に作成されたものです。

• 「ソース」というデフォルト名を使用したソースアクションステージ
• 「ビルド」というデフォルト名を使用したビルドアクションステージ
• 「ステージング」というデフォルト名を使用したデプロイアクションステージ

このガイドのチュートリアルを使用してパイプラインを作成しステージを指定できます。

• チュートリアル: シンプルなパイプラインを作成する (S3 バケット) (p. 39) のステップは、ウィザード
を使用して Amazon S3 リポジトリがソースプロバイダーとなる「ソース」と「ステージング」という 
2 つのデフォルトステージを含むパイプラインの作成をサポートします。このチュートリアルで AWS 
CodeDeploy を使用するパイプラインを作成し、Amazon Linux を実行している Amazon EC2 インスタ
ンスに Amazon S3 バケットからのサンプルアプリケーションをデプロイすることができます。

• チュートリアル: シンプルなパイプラインを作成する (CodeCommit リポジトリ) (p. 52) のステップは、
ウィザードを使用し AWS CodeCommit リポジトリをソースプロバイダーとして利用する「ソース」
ステージを使ったパイプラインの作成をサポートします。このチュートリアルで AWS CodeDeploy を
使用するパイプラインを作成し、Amazon Linux を実行している Amazon EC2 インスタンスに AWS 
CodeCommit リポジトリからのサンプルアプリケーションをデプロイすることができます。

サードパーティーアクションプロバイダー (GitHubお
よび Jenkins)CodePipeline で使用する
や JenkinsGitHub などのサードパーティ製品と統合するパイプラインを作成できます。チュートリアル: 4 
ステージのパイプラインを作成する (p. 61) のステップは、次の操作を実行するパイプラインの作成方法を
示しています。

• GitHubリポジトリからソースコードを取得し、
• Jenkins を使用してソースコードの構築とテストを実行、
• AWS CodeDeploy を使用して、Amazon Linux または Microsoft Windows Server を実行している 

Amazon EC2インスタンス に、ビルトとテスト済みのソースコードをデプロイします。

AWSCodePipelineCodeStar で使用して、コードプロ
ジェクトにパイプラインを構築する
クラウドベースサービスの AWSCodeStar はでソフトウェア開発プロジェクトを管理するために、統合
されたユーザーインターフェイスを提供していますAWS。AWSCodeStarCodePipeline は協力し、AWS
リソースをプロジェクト開発のツールチェーンと組み合わせます。AWSCodeStar ダッシュボードを使用
して、パイプライン、リポジトリ、ソースコード、ビルドスペックファイル、デプロイ方法を自動作成し
たり、完全なコードプロジェクトで必要なインスタンスまたはサーバーレスインスタンスをホストできま
す。

AWSCodeStar プロジェクトを作成する場合、コード言語とデプロイしたいアプリケーションのタイプを
選択します。ウェブアプリケーション、ウェブサービス、Alexa スキルといったプロジェクトタイプを作
成できます。

必要に応じていつでも任意の IDE を AWSCodeStar ダッシュボードに統合できます。チームメンバー
の追加や削除を行ったり、プロジェクトでチームメンバーのアクセス権限を管理することもできま
す。AWSCodeStar を使用してサーバーレスアプリケーションのサンプルパイプラインを作成するための
チュートリアルについては「チュートリアル:AWS でサーバーレスプロジェクトを作成、管理する」を参
照してくださいCodeStar。
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CodeBuild で CodePipeline を使用して

コードをコンパイル、ビルド、テストする

CodeBuild で CodePipeline を使用してコードをコン
パイル、ビルド、テストする
CodeBuild はクラウドにあるマネージド型のビルドサービスで、サーバーやシステムを必要とせずにコー
ドを構築したりテストを実行できるようにします。と BuildCodePipeline を使用するとCodeBuild、ソー
スコードに変更があるたびにパイプラインを介してリビジョンの実行を自動化し、ソフトウェアのビルド
を継続的にデリバリーすることができます。 詳細については、「CodePipelinewithCodeBuild を使用して
コードをテストし、ビルドを実行する」を参照してください。

Amazon ECSCodePipeline と共に使用すると、コンテ
ナベースのアプリケーションをクラウドに継続的に配
信します
Amazon ECS はコンテナ管理サービスで、クラウド内の Amazon ECS インスタンスにコンテナベースの
アプリケーションをデプロイできるようにします。Amazon ECSCodePipeline と一緒に使用することで、
ソースイメージのリポジトリに変更があるたびにパイプラインを介してコンテナベースのアプリケーショ
ンのデプロイを継続的に実行できるようにするため、リビジョンの実行を自動化できます。詳細について
は、「チュートリアル: CodePipeline を使用した継続的なデプロイ」を参照してください。

Elastic BeanstalkCodePipeline と共に使用すると、ク
ラウドにウェブアプリケーションを継続的にデリバ
リーする
Elastic Beanstalk はウェブサーバーでウェブアプリケーションとサービスをデプロイできるようにするコ
ンピューティングサービスです。Elastic BeanstalkCodePipeline と共に使用すると、アプリケーション環
境でウェブアプリケーションを継続的にデプロイします。AWSCodeStar を使用して Elastic Beanstalk デ
プロイアクションでパイプラインを作成することもできます。

AWS Lambda で CodePipeline を使用して Lambda 
ベースアプリケーションとサーバーレスアプリケー
ションを継続的にデリバリーする
サーバーレスアプリケーションのデプロイで説明したように、AWS LambdaとCodePipeline使用すること
でAWS Lambda関数を呼び出します。AWS Lambdaと AWSCodeStar を使用して、サーバーレスアプリ
ケーションをデプロイするためのパイプラインを作成することもできます。

AWS CloudFormation テンプレートで CodePipeline 
を使用してクラウドに継続的にデリバリーする
CodePipeline を AWS CloudFormation とともに使用して、継続的な配信と自動化を行うことができます。
詳細については、「継続的デリバリーを使用した継続的デリバリー」を参照してくださいCodePipeline。 
AWS CloudFormationまた、AWS で作成されたパイプラインのテンプレートの作成にも使用されます
CodeStar。
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リソースのタグ付け
タグは、ユーザーまたは AWS が AWS リソースに割り当てるカスタム属性ラベルです。各 AWS タグは 2 
つの部分で構成されます:

• タグキー (例: CostCenter、Environment、Project、Secret)。タグキーでは、大文字と小文字が
区別されます。

• タグ値として知られるオプションのフィールド (例、 111122223333、Production、チーム名など)。
タグ値を省略すると、空の文字列を使用した場合と同じになります。タグキーと同様に、タグ値は大文
字と小文字が区別されます。

これらは共にキーバリューのペアと呼ばれます。

タグを使用すると、AWS リソースの特定と整理に役立ちます。多くの AWS のサービス ではタグ付けが
サポートされているため、各種のサービスからリソースに同じタグを割り当てて、リソースの関連を示す
ことができます。例えば、Amazon S3 ソースバケットに割り当てたのと同じタグをパイプラインに割り当
てることができます。

タグの使用方法のヒントについては、AWS の回答ブログのAWS タグ付け戦略記事を参照してください。

CodePipeline では、以下のリソースタイプにタグを付けることができます。

• CodePipeline でパイプラインにタグ付けする (p. 311)
• CodePipeline でカスタムアクションにタグ付けする (p. 335)

、 CodePipeline APIAWS CLI、またはAWS SDK を使用して次のことを行うことができます。

• パイプライン、カスタムアクション、ウェブフックを作成するときに、タグを追加します。
• パイプライン、カスタムアクション、ウェブフックのタグを追加、管理、削除します。

また、コンソールを使用してパイプラインのタグを追加、管理、削除することもできます。

タグを使用してリソースを識別、整理、追跡するだけでなく、IAM ポリシーのタグを使ってリソースを
表示および操作できるユーザーを制御することもできます。タグベースのアクセスポリシーの例について
は、「タグを使用した CodePipeline リソースへのアクセスのコントロール (p. 435)」を参照してくださ
い。
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可用性

Amazon Virtual Private Cloud 
CodePipeline での使用

AWS CodePipelineを利用した Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) エンドポイントがサポートさ
れるようになりましたAWS PrivateLink。そのため、VPC CodePipeline 内のプライベートエンドポイント
を介してに直接接続し、すべてのトラフィックを VPC とAWSネットワーク内に保持することができるよ
うになりました。

Amazon VPCAWS のサービス 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
用できるのサービスです。VPC では、次のようなネットワーク設定を管理することができます。

• 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

インターフェイス VPC エンドポイントとはとAWS PrivateLink、elastic network interface とプライベート 
IPAWS のサービス アドレスを使用して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。VPC 
をに接続するには CodePipeline、のインターフェイス VPC エンドポイントを定義します CodePipeline。
このタイプのエンドポイントにより、VPC をに接続できるようになりますAWS のサービス。このエンド
ポイントは、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、および VPN 
CodePipeline 接続を必要とせず、信頼性が高くスケーラブルなへの接続を提供します。VPC を設定する方
法の詳細については、VPC ユーザーガイド参照してください。

可用性
CodePipeline 現在、は、AWS リージョン次の VPC エンドポイントをサポートしています。

• 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 (フランクフルト)
• ヨーロッパ (アイルランド)
• 欧州 (ロンドン)
• ヨーロッパ (ミラノ)*
• 欧州 (パリ)
• ヨーロッパ (ストックホルム)
• アジアパシフィック (香港)*
• アジアパシフィック (ムンバイ)
• アジアパシフィック (東京)
• アジアパシフィック (ソウル)
• アジアパシフィック (シンガポール)
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CodePipeline の VPC エンドポイントを作成する

• アジアパシフィック (シドニー)
• 南米 (サンパウロ)
• AWS GovCloud (米国西部)

*使用する前に、このリージョンを有効にする必要があります。

CodePipeline の VPC エンドポイントを作成する
Amazon VPC コンソールを使用して、com.amazonaws.region. codepipeline VPC エンドポイントを作
成します。コンソールでは、region は、米国東部 (オハイオ) リージョンなど CodePipeline、AWS リー
ジョンサポートされているus-east-2のリージョン識別子です。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。

エンドポイントには、AWS にサインインしたときに指定したリージョンが事前に設定されています。別の
リージョンにサインインすると、VPC エンドポイントは新しいリージョンに更新されます。

Note

VPCAWS のサービス サポートを提供する他ののサービスで CodePipeline、と統合するなどの
サービスは CodeCommit、その統合での Amazon VPC エンドポイントの使用をサポートしていな
い場合があります。例えば、 CodePipeline と間のトラフィックを VPC CodeCommit サブネット
範囲に制限することはできません。

VPC 設定のトラブルシューティング
VPC の問題をトラブルシューティングする場合、インターネット接続エラーメッセージに表示される情報
を、問題の特定、診断、対処のために使用します。

1. インターネットゲートウェイが VPC にアタッチされていることを確認します。
2. パブリックサブネットのルートテーブルがインターネットゲートウェイを参照していることを確認し

ます。
3. ネットワーク ACL がトラフィックのフローを許可していることを確認します。
4. セキュリティグループがトラフィックのフローを許可していることを確認します。
5. プライベートサブネットのルートテーブルが仮想バーチャルゲートウェイを参照していることを確認

します。
6. のサービスロールに、 CodePipeline 適切なアクセス許可があることを確認します。例えば、の操作に

必要な Amazon EC2 アクセス許可が Amazon VPC にない場合は CodePipeline 、「Unexpected EC2 
error:」というエラーメッセージが表示される場合があります UnauthorizedOperation。
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パイプラインを開始します

、、、、、、、、、、、 
CodePipeline

AWS CodePipeline で自動リリースプロセスを定義するには、パイプラインを作成します。パイプライン
は、ソフトウェアの変更がリリースプロセスをたどる方法を記述するワークフローコンストラクトです。
パイプラインは、設定するステージおよびアクションで構成されます。

Note

が提供するデフォルトオプションに加えて、ビルド、デプロイ、テストまたは呼び出しステー
ジを追加する場合 CodePipeline、パイプラインと使用するためにすでに作成したカスタムア
クションを選択できます。カスタムアクションは、社内で開発したビルドプロセスやテストス
イートを実行する等のタスクに使用できます。プロバイダーリストのカスタムアクションの異
なるバージョンを区別できるよう、バージョン識別子が含まれています。詳細については、
「CodePipeline でカスタムアクションを作成および追加する (p. 325)」を参照してください。

パイプラインを作成する前に、まずはCodePipeline の開始方法 (p. 16)のステップを完了する必要がありま
す。

パイプラインの詳細については、「CodePipeline コンセプト (p. 3)」および「CodePipeline チュート
リアル (p. 38)」を参照してください。また、AWS CLI を使用してパイプラインを作成する場合は、
「CodePipeline パイプライン構造リファレンス (p. 469)」を参照してください。パイプラインのリスト
を表示するには、CodePipeline でパイプラインの詳細と履歴を表示します。 (p. 229) を参照してくださ
い。

トピック
• パイプラインを開始しますCodePipeline (p. 160)
• CodePipeline でパイプライン実行を停止します。 (p. 208)
• でパイプラインを作成 CodePipeline (p. 213)
• でパイプラインを編集する CodePipeline (p. 224)
• CodePipeline でパイプラインの詳細と履歴を表示します。 (p. 229)
• CodePipeline でパイプラインを作成します。 (p. 244)
• 他の CodePipeline AWSアカウントからリソースを使用するパイプラインを作成する (p. 245)
• ポーリングパイプラインを移行してイベントベースの変更検出を使用する (p. 255)
• の作成 CodePipeline サービスロール (p. 309)
• CodePipeline でパイプラインにタグ付けする (p. 311)
• 通知ルールの作成 (p. 314)

パイプラインを開始しますCodePipeline
パイプラインの実行が開始されると、パイプラインのあらゆるステージとアクションでリビジョンが実行
されます。

AWS CodePipeline でパイプラインの実行を開始する方法は 3 つあります。

• ソースが変更されたとき ：パイプラインは、誰かがソースリポジトリまたはソースの場所を変更したと
きにスタートされます。
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ソースアクションと変更検出方法

Note

パイプラインは、定義したソースリポジトリとブランチに変更があったときのみ自動的に実行
されます。

• [手動] コンソールまたは AWS CLI を使用してパイプラインを手動で開始できます。詳細については、パ
イプラインを手動で開始する (p. 205) を参照してください。

• スケジュール ：パイプラインをスタートするスケジュールを設定できます。スケジュールに基づいたパ
イプラインの開始 (p. 206) を参照してください。

トピック
• ソースアクションと変更検出方法 (p. 161)
• Amazon ECR ソースアクションとCloudWatch Events (p. 162)
• Amazon S3CloudWatch ソースアクションとEvents (p. 168)
• Bitbucket 接続 (p. 182)
• CodeCommitCloudWatchソースアクションとイベント (p. 186)
• GitHub 接続 (p. 196)
• GitHub Enterprise Server 接続 (p. 200)
• パイプラインを手動で開始する (p. 205)
• スケジュールに基づいたパイプラインの開始 (p. 206)

ソースアクションと変更検出方法
ソースアクションをパイプラインに追加すると、アクションは表で説明されている追加のリソースで動作
します。

Note

CodeCommitおよび S3 ソースアクションには、設定済みの変更検出リソース 
(CloudWatchEvents ルール)、またはオプションを使用してソースの変更をリポジトリにポーリン
グする必要があります。Bitbucket、GitHubまたはGitHub Enterprise Server ソースアクションを持
つパイプラインの場合、webhook を設定したり、ポーリングをデフォルトにする必要はありませ
ん。Connections アクションは、変更検出を管理します。

ソース その他のリソースを使用しますか？ ステップ

Amazon S3 このソースアクションは、追加のリ
ソースを使用します。CLI を使用する
か、CloudFormationこのアクションを
作成する場合は、これらのリソースも
作成および管理します。

でパイプラインを作成 
CodePipeline (p. 213) および Amazon 
S3CloudWatch ソースアクションと
Events (p. 168) を参照してください。

Bitbucket このソースアクションは、コネクショ
ンリソースを使用します。

「Bitbucket 接続 (p. 182)」を参照して
ください。

AWS CodeCommit CloudWatchアマゾンEvents (推奨) こ
れは、コンソールで作成または編集し
た CodeCommit ソースを含むパイプ
ラインのデフォルトです。

でパイプラインを作成 
CodePipeline (p. 213) および 
CodeCommitCloudWatchソースアク
ションとイベント (p. 186) を参照して
ください。

Amazon ECR CloudWatchアマゾンイベント。これ
は、コンソールで作成または編集した 

「でパイプラインを作成 
CodePipeline (p. 213)」および「
Amazon ECR ソースアクションと
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ソース その他のリソースを使用しますか？ ステップ
Amazon ECR ソースを含むパイプラ
イン用にウィザードで作成されます。

CloudWatch Events (p. 162)」を参照
してください。

GitHubGitHubまたは
エンタープライズク
ラウド

このソースアクションは、コネクショ
ンリソースを使用します。

「GitHub 接続 (p. 196)」を参照してく
ださい。

GitHubEnterprise 
Server

このソースアクションは、コネクショ
ンリソースとホストリソースを使用し
ます。

GitHub Enterprise Server 接続 (p. 200)
を参照してください。

ポーリングを使用するパイプラインがある場合は、推奨される検出方法を使用するように更新できます。
詳細については、「ポーリングパイプラインを推奨される変更検出方法に更新する (p. 582)」を参照して
ください。

接続を使用するソースアクションの変更検出をオフにするには、CodeStarSourceConnection Bitbucket、 
GitHub、 GitHub およびエンタープライズサーバーアクション用 (p. 536) を参照してください。

Amazon ECR ソースアクションとCloudWatch Events
で Amazon ECR ソースアクションを追加するにはCodePipeline、次のいずれかを選択できます。

• CodePipelineコンソールの [パイプライン作成ウィザード (パイプラインを作成する (コンソー
ル) (p. 214))] または [アクションの編集] ページを使用して、Amazon ECR プロバイダーオプションを
選択します。コンソールは、ソースが変更されたときにパイプラインを開始する AmazonCloudWatch 
Events ルールを作成します。

• CLI を使用して、ECR アクションのアクション設定を追加し、次のように追加のリソースを作成しま
す。
• ECR でのアクション設定の例を Amazon ECR (p. 482) で使用し、パイプラインを作成する 

(CLI) (p. 221) で表示されるようにアクションを作成します。
• 変更検出方法のデフォルトは、ソースをポーリングすることによってパイプラインを開始します。定

期的なチェックを無効にして、手動で変更検出ルールを作成することをお勧めします。Amazon ECR 
ソース（コンソール）CloudWatchのイベントルールを作成します。 (p. 162)、Amazon ECR ソース
（CLI）CloudWatchソースのイベントルールを作成します。 (p. 164)、Amazon ECR ソース（AWS 
CloudFormationテンプレート）CloudWatchのイベントルールを作成します。 (p. 165) の内、いずれ
かののいずれかの方法を使用します。

トピック
• Amazon ECR ソース（コンソール）CloudWatchのイベントルールを作成します。 (p. 162)
• Amazon ECR ソース（CLI）CloudWatchソースのイベントルールを作成します。 (p. 164)
• Amazon ECR ソース（AWS CloudFormationテンプレート）CloudWatchのイベントルールを作成しま

す。 (p. 165)

Amazon ECR ソース（コンソール）CloudWatchのイベントルー
ルを作成します。
CloudWatchCodePipelineオペレーションで使用するイベントルールを作成するには (Amazon 
ECR ソース)

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
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2. ナビゲーションペインの [Events] (イベント) を選択します。
3. [ルールの作成] を選択し、[イベントソース] の [サービス名] から [Elastic Container Registry (ECR) ] 

を選択します。
4. [イベントソース] で、[イベントパターン] を選択します。

[編集] をクリックし、次のイベントパターン例を [イベントソース] のウィンドウに貼り付ける事で、
cwe-test のリポジトリーに cli-testing イメージタグが追加されます。

{ 
    "detail-type": [ 
        "ECR Image Action" 
    ], 
    "source": [ 
        "aws.ecr" 
    ], 
    "detail": { 
        "action-type": [ 
            "PUSH" 
        ], 
        "image-tag": [ 
            "latest" 
        ], 
        "repository-name": [ 
            "cwe-test" 
        ], 
        "result": [ 
            "SUCCESS" 
        ] 
    }
}

Note

Amazon ECR イベントでサポートされているイベントパターン全体を表示するには、
[Amazon ECR Events とEventBridge Elastic Coner Registry Events] を参照してください。

5. [Save] (保存) を選択します。

[イベントパターンのプレビュー] ペインで、ルールを表示します。
6. 「ターゲット」で、を選択しますCodePipeline。
7. このルールによって開始するパイプラインの、パイプライン ARN を入力します。

Note

get-pipeline コマンドを実行した後、メタデータ出力でパイプライン ARN を見つけることが
できます。パイプライン ARN はこの形式で作成されます。
arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name
パイプライン ARN の例:
arn:aws:codepipeline:us-east-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline

8. Amazon Events ルールに関連付けられたターゲットを呼び出すためのアクセス権限を 
AmazonCloudWatch Events に付与する IAM サービスロールを作成または指定します (この場合、
ターゲットはCodePipeline)。CloudWatch

• パイプラインの実行を開始するためのアクセス許可を AmazonCloudWatch Events に付与するサー
ビスロールを作成するには、[この特定のリソースに対して新しいロールを作成する] を選択しま
す。

• パイプラインの実行を開始するためのアクセス許可を AmazonCloudWatch Events に付与するサー
ビスロールを指定するには、[既存のロールの使用] を選択します。

9. ルール設定を確認して、要件を満たしていることを確認します。
API バージョン 2015-07-09

163

https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/ecr-eventbridge.html
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/event-types.html#ecr-event-types


AWS CodePipeline ユーザーガイド
Amazon ECR ソースアクションとCloudWatch Events

10. [詳細の設定] を選択します。
11. [Configure rule details] ページでルールの名前と説明を入力してから、[State] を選択してルールを有効

化します。
12. 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。

Amazon ECR ソース（CLI）CloudWatchソースのイベントルー
ルを作成します。
put-rule コマンドを呼び出して、以下を指定します。

• 作成中のルールを一意に識別する名前。この名前は、AWS アカウントに関連付けられた CodePipeline 
で作成するすべてのパイプラインで一意である必要があります。

• ルールで使用するソースと詳細フィールドのイベントパターン。詳細については、AmazonCloudWatch 
Events および Event Patterns を参照してください。

Amazon ECRCloudWatchCodePipeline ソースとターゲットとしてイベントルールを作成するには

1. CodePipelineルールを呼び出すための AmazonCloudWatch Events アクセス許可を追加します。詳細
については、「Amazon でのリソースベースのポリシーの使用」を参照してくださいEventBridge。

a. 次のサンプルを使用して、CloudWatch Events がサービスロールを引き受けるように信頼ポリ
シーを作成します。信頼ポリシーに trustpolicyforCWE.json と名前を付けます。

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

b. 次のコマンドを使用して、Role-for-MyRule ロールを作成し、信頼ポリシーをアタッチしま
す。

aws iam create-role --role-name Role-for-MyRule --assume-role-policy-document 
 file://trustpolicyforCWE.json

c. 次のサンプルに示すように、MyFirstPipeline というパイプラインに対して、アクセス権限ポ
リシー JSON を作成します。アクセス権限ポリシーに permissionspolicyforCWE.json と名
前を付けます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codepipeline:StartPipelineExecution" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:codepipeline:us-west-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline" 
            ] 
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        } 
    ]
}

d. 次のコマンドを使用して、Role-for-MyRule ロールに CodePipeline-Permissions-
Policy-for-CWE アクセス権限ポリシーをアタッチします。

この変更を行う理由 ロールにこのポリシーを追加すると、CloudWatch Events に対するアクセス
許可が作成されます。

aws iam put-role-policy --role-name Role-for-MyRule --policy-name CodePipeline-
Permissions-Policy-For-CWE --policy-document file://permissionspolicyforCWE.json

2. put-rule コマンドを呼び出し、--name、--event-pattern、--role-arn パラメータを含めます。

この変更を行う理由 イメージプッシュを行う方法を指定するルールと、そのイベントによって開始さ
れるパイプラインを指定するターゲットを持つイベントを作成する必要があります。

次のサンプルコマンドは、MyECRRepoRule というルールを作成します。

aws events put-rule --name "MyECRRepoRule" --event-pattern "{\"detail-type\":[\"ECR 
 Image Action\"],\"source\":[\"aws.ecr\"],\"detail\":{\"action-type\":[\"PUSH\"],
\"image-tag\":[\"latest\"],\"repository-name\":[\"cwe-test\"],\"result\":[\"SUCCESS
\"]}}}" --role-arn "arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:role/Role-for-MyRule"

Note

Amazon ECR イベントでサポートされているイベントパターン全体を表示するには、
[Amazon ECR Events とEventBridge Elastic Coner Registry Events] を参照してください。

3. CodePipeline をターゲットとして追加するには、put-targets コマンドを呼び出し、次のパラメータを
含めます。

• --rule パラメータは、put-rule を使用して作成した rule_name で使用されます。
• --targets パラメータは、ターゲットリストのリスト Id とターゲットパイプラインの ARN で使

用されます。

次のサンプルコマンドでは、MyECRRepoRule と呼ばれるルールに対して指定し、ターゲット Id は 
1 番で構成されています。これは、ルールのターゲットのリストが何であるかを示し、この場合は 
ターゲット 1 です。サンプルコマンドでは、パイプラインの例 Arn とルールの例 RoleArn も指定し
ます。パイプラインは、リポジトリ内に変更が加えられると開始します。

aws events put-targets --rule MyECRRepoRule --targets Id=1,Arn=arn:aws:codepipeline:us-
west-2:80398EXAMPLE:TestPipeline,RoleArn=arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/Role-for-MyRule

Amazon ECR ソース（AWS CloudFormationテンプレー
ト）CloudWatchのイベントルールを作成します。

AWS CloudFormation を使用してルールを作成するには、以下に示すテンプレートスニペットを使用しま
す。
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AWS CloudFormationパイプラインテンプレートを更新し、CloudWatch Events ルールを作成する
には

1. テンプレートの Resources で、AWS::IAM::RoleAWS CloudFormation リソースを使用して、イベ
ントにパイプラインの開始を許可する IAM ロールを設定します。このエントリによって、2 つのポリ
シーを使用するロールが作成されます。

• 最初のポリシーでは、ロールを引き受けることを許可します。
• 2 つめのポリシーでは、パイプラインを開始するアクセス権限が付与されます。

この変更を行う理由 パイプラインで実行を開始するには、CloudWatch Events によって引き受けるこ
とができるロールを作成する必要があります。

YAML

  AmazonCloudWatchEventRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - events.amazonaws.com 
            Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
        - 
          PolicyName: cwe-pipeline-execution 
          PolicyDocument: 
            Version: 2012-10-17 
            Statement: 
              - 
                Effect: Allow 
                Action: codepipeline:StartPipelineExecution 
                Resource: !Sub arn:aws:codepipeline:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:${AppPipeline}

JSON

{ 
    "AmazonCloudWatchEventRole": { 
        "Type": "AWS::IAM::Role", 
        "Properties": { 
            "AssumeRolePolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Principal": { 
                            "Service": [ 
                                "events.amazonaws.com" 
                            ] 
                        }, 
                        "Action": "sts:AssumeRole" 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Path": "/", 
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            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyName": "cwe-pipeline-execution", 
                    "PolicyDocument": { 
                        "Version": "2012-10-17", 
                        "Statement": [ 
                            { 
                                "Effect": "Allow", 
                                "Action": "codepipeline:StartPipelineExecution", 
                                "Resource": { 
                                    "Fn::Sub": "arn:aws:codepipeline:
${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:${AppPipeline}" 
                                } 
                            } 
                        ] 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
}
...

2. テンプレートでResources、AWS::Events::RuleAWS CloudFormationリソースを使用して 
Amazon ECRCloudWatch ソースのイベントルールを追加します。このイベントパターンは、リポジ
トリーへのコミットを監視するイベントを作成します。CloudWatchEvents でリポジトリーの状態の
変更が検出されると、StartPipelineExecutionルールはターゲットパイプラインで呼び出されま
す。

なぜこの変更を行うのですか? イメージプッシュを行う方法を指定するルールと、そのイベントに
よって開始されるパイプラインを指定するターゲットを持つイベントを作成する必要があります。

このスニペットでは、latest のタグが付いた cwe-test というイメージを使用しています。

YAML

AmazonCloudWatchEventRule: 
  Type: 'AWS::Events::Rule' 
  Properties: 
    EventPattern: 
      detail: 
        action-type: [PUSH] 
        image-tag: [latest] 
        repository-name: [cwe-test] 
        result: [SUCCESS] 
      detail-type: [ECR Image Action] 
      source: [aws.ecr] 
    Targets: 
      - Arn: !Sub arn:aws:codepipeline:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:
${AppPipeline} 
        RoleArn: !GetAtt  
          - AmazonCloudWatchEventRole 
          - Arn 
        Id: codepipeline-AppPipeline

JSON

{ 
    "AmazonCloudWatchEventRule": { 
        "Type": "AWS::Events::Rule", 
        "Properties": { 
            "EventPattern": { 
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                "detail": { 
                    "action-type": [ 
                        "PUSH" 
                    ], 
                    "image-tag": [ 
                        "latest" 
                    ], 
                    "repository-name": [ 
                        "cwe-test" 
                    ], 
                    "result": [ 
                        "SUCCESS" 
                    ] 
                }, 
                "detail-type": [ 
                    "ECR Image Action" 
                ], 
                "source": [ 
                    "aws.ecr" 
                ] 
            }, 
            "Targets": [ 
                { 
                    "Arn": { 
                        "Fn::Sub": "arn:aws:codepipeline:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:${AppPipeline}" 
                    }, 
                    "RoleArn": { 
                        "Fn::GetAtt": [ 
                            "AmazonCloudWatchEventRole", 
                            "Arn" 
                        ] 
                    }, 
                    "Id": "codepipeline-AppPipeline" 
                } 
            ] 
        } 
    }
},

Note

Amazon ECR イベントでサポートされているイベントパターン全体を表示するには、
[Amazon ECR Events とEventBridge Elastic Coner Registry Events] を参照してください。

3. 更新したテンプレートをローカルコンピュータに保存し、AWS CloudFormation コンソールを開きま
す。

4. スタックを選択し、[既存スタックの変更セットの作成] を選択します。
5. テンプレートをアップロードし、AWS CloudFormation に示された変更を表示します。これらがス

タックに加えられる変更です。新しいリソースがリストに表示されています。
6. [実行] を選択します。

Amazon S3CloudWatch ソースアクションとEvents
で Amazon S3 ソースアクションを追加するにはCodePipeline、次のいずれかを選択できます。

• CodePipelineコンソールの [パイプライン作成] ウィザード (パイプラインを作成する (コンソー
ル) (p. 214)) または [アクションの編集] ページを使用して、S3 プロバイダーオプションを選択しま
す。コンソールは、ソースが変更されたときにパイプラインを開始する AmazonCloudWatch Events 
ルールとCloudTrail証跡を作成します。
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• CLI を使用して、S3 アクションのアクション設定を追加し、次のように追加のリソースを作成します。
• S3 でのアクション設定の例を Amazon S3 ソースアクション (p. 495) で使用し、パイプラインを作

成する (CLI) (p. 221) で表示されるようにアクションを作成します。
• 変更検出方法のデフォルトは、ソースをポーリングすることによってパイプラインを開始

します。定期的なチェックを無効にして、手動で変更検出ルールとトレイルを作成する必
要があります。Amazon S3 ソース（コンソール）CloudWatchのイベントルールを作成しま
す。 (p. 169)、Amazon S3 ソース（CLI）CloudWatchソースのイベントルールを作成しま
す。 (p. 171)、Amazon S3 ソース（AWS CloudFormationテンプレート）CloudWatchのイベント
ルールを作成します。 (p. 174) の内、いずれかののいずれかの方法を使用します。

AWS CloudTrail は、Amazon S3 ソースバケットでイベントをログとフィルタリングするサービスです。
この証跡によって、フィルタリングされたソースの変更が AmazonCloudWatch Events ルールにされま
す。AmazonCloudWatch Events ルールはソースの変更を検出し、パイプラインを開始します。

要件:

• 証跡を作成していない場合は、AWS CloudTrail既存の証跡を使用して Amazon S3 ソースバケットでイ
ベントを記録し、フィルタリングされたイベントを AmazonCloudWatch Events ルールに送信します。

• AWS CloudTrail がログファイルを格納できる場所で既存の S3 バケットを作成または使用する必要があ
ります。 Amazon S3 バケットにログファイルを配信するために必要なアクセス権限が AWS CloudTrail 
に必要です。このバケットをリクエスタ支払いバケットとして設定することはできません。コンソー
ルで証跡の作成または更新の一部として Amazon S3 バケットを作成すると、AWS CloudTrail によっ
て必要なアクセス権限がバケットにアタッチされます。詳細については、の Amazon S3 バケットポリ
シー」を参照してくださいCloudTrail。

Amazon S3 ソース（コンソール）CloudWatchのイベントルール
を作成します。
CloudWatchEvents でルールを設定する前に、AWS CloudTrail証跡を作成する必要があります。詳細につ
いては、「コンソールで証跡を作成する」を参照してください。

Important

コンソールを使用してパイプラインを作成または編集する場合は、CloudWatch Events ルールと
AWS CloudTrail証跡が自動的に作成されます。

追跡を作成するには

1. AWS CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Trails] (追跡) を選択します。
3. [追跡の作成]を選択します。[Trail name] に、証跡の名前を入力します。
4. [保存場所] でログファイルを保存するために使用するバケットを作成あるいは指定します。デフォル

トでは、Amazon S3 バケットとオブジェクトはプライベートです。リソース所有者 (バケットを作成
した AWS アカウント) のみが、バケットとそのオブジェクトにアクセスできます。バケットには、バ
ケット内のオブジェクトにアクセスできる AWS CloudTrail 権限を付与するリソースポリシーがある
必要があります。

5. フォルダ内のすべてのオブジェクトのデータイベントをログ記録するために、Amazon S3 バケット
およびオブジェクトプレフィックス (フォルダ名) を指定します。証跡ごとに、最大 250 個の Amazon 
S3 オブジェクトを追加できます。必要な暗号化キー情報を入力し、[次へ] を選択します。

6. [イベントタイプ] で、[管理イベント] を選択します。
7. 管理イベントでは、「書き込み」を選択します。証跡では、指定したバケットとプレフィックスの 

Amazon S3 オブジェクトレベルの API アクティビティ (GetObject や PutObject など) が記録され
ます。
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8. [Write (書き込み)] を選択します。
9. トレイルに問題がなければ、[トレイルを作成] を選択します。

S3CloudWatch ソースソースのパイプラインをターゲットとする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で、[Events] を選択し、[Rules] を選択します。[ルールの作成] を選択します。
3. [イベントパターン] を選択したら、[サービス別のイベントに一致するイベントパターンの構築] を選

択します。
4. [イベントソース] で、[サービス名] から、[Simple Storage Service (S3)] を選択します。
5. [イベントタイプ] から、[オブジェクトレベルのオペレーション] を選択します。
6.

[特定の操作] を選択し、CompleteMultipartUploadCopyObject、[] を選択しますPutObject。

[イベントパターンのプレビュー] ペインで [編集] を選択します。イベントパターンを編集し、バケッ
ト名とバケット内のオブジェクトを requestParameters としてユニークに識別する S3 オブジェ
クトキー (またはキー名) を追加します。この例では、my-bucket というバケットと my-files.zip
というオブジェクトキーのルールが作成されます。リソースを指定するために [編集] ウィンドウを使
用する場合、ルールはカスタムイベントパターンを使用するように更新されます。

以下に示しているのは、コピーして貼り付けるサンプルイベントパターンです。

{ 
    "source": [ 
        "aws.s3" 
    ], 
    "detail-type": [ 
        "AWS API Call via CloudTrail" 
    ], 
    "detail": { 
        "eventSource": [ 
            "s3.amazonaws.com" 
        ], 
        "eventName": [ 
            "CopyObject", 
            "CompleteMultipartUpload", 
            "PutObject" 
        ], 
        "requestParameters": { 
            "bucketName": [ 
                "my-bucket" 
            ], 
            "key": [ 
                "my-files.zip" 
            ] 
        } 
    }
}

7. 「ターゲット」で、を選択しますCodePipeline。
8. このルールによって開始するパイプラインの、パイプライン ARN を入力します。

Note

このパイプライン ARN を取得するには、get-pipeline コマンドを実行します。パイプライン 
ARN が出力に表示されます。以下の形式で作成されます。
arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name
パイプライン ARN の例:
arn: aws: コードパイプライン:米国東部-2:80398 例:MyFirstPipeline
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9. Amazon Events ルールに関連付けられたターゲットを呼び出すためのアクセス権限を 
AmazonCloudWatch Events に付与する IAM サービスロールを作成または指定するには (この場合、
ターゲットはCodePipeline)。CloudWatch

• パイプラインの実行を開始するためのアクセス許可を AmazonCloudWatch Events に付与するサー
ビスロールを作成するには、[この特定のリソースに対して新しいロールを作成する] を選択しま
す。

• パイプラインの実行を開始するためのアクセス許可を AmazonCloudWatch Events に付与するサー
ビスロールを指定するには、[既存のロールの使用] を選択します。

10. ルールが要件に一致していることを確認し、[Configure details (詳細の設定)] を選択します。
11. [Configure rule details] ページでルールの名前と説明を入力してから、[State] を選択してルールを有効

化します。
12. 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。

Amazon S3 ソース（CLI）CloudWatchソースのイベントルール
を作成します。
AWS CloudTrail 証跡を作成して、ログ記録を有効にするには

AWS CLI を使用して証跡を作成するには、以下を指定して create-trail コマンドを呼び出します。

• 証跡名。
• AWS CloudTrail にバケットポリシーをすでに適用しているバケットです。

詳細については、「AWSコマンドラインインターフェイスによる証跡の作成」を参照してください。

1. create-trail コマンドを呼び出し、--name および --s3-bucket-name パラメータを含めます。

この変更を行う理由 これにより、S3 ソースバケットに必要な CloudTrail 証跡が作成されます。

次のコマンドでは、--name および --s3-bucket-name を使用して、my-trail という名前の証跡
と、myBucket という名前のバケットを作成します。

aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name myBucket

2. start-logging コマンドを呼び出し、--name パラメータを含めます。

なぜこの変更を行うのですか? これにより、CloudTrailソースバケットのログ記録が開始さ
れ、EventsCloudWatch にイベントが送信されます。

例:

次のコマンドでは、--name を使用して、my-trail という名前の証跡のログ記録を開始します。

aws cloudtrail start-logging --name my-trail

3. put-event-selectors コマンドを呼び出し、--trail-name および --event-selectors パラメー
タを含めます。イベントセレクタを使用してソースバケットでログ記録するデータイベントを指定
し、CloudWatchこのイベントを Amazon Events ルールに送信します。

なぜこの変更を行うのですか? このコマンドはイベントをフィルタ処理します。

例:
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次のサンプルコマンドでは、--trail-name および --event-selectors を使用してソースバケッ
トと myBucket/myFolder という名前のプレフィックスにデータイベントの管理を指定します。

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name my-trail --event-selectors 
 '[{ "ReadWriteType": "WriteOnly", "IncludeManagementEvents":false, "DataResources": 
 [{ "Type": "AWS::S3::Object", "Values": ["arn:aws:s3:::myBucket/myFolder/
file.zip"] }] }]'

Amazon S3CloudWatch をイベントソース、ターゲットとするEvents ルールを作成し、アクセス
権限ポリシーを適用するにはCodePipeline

1. CodePipelineルールを呼び出すための AmazonCloudWatch Events アクセス許可を追加します。詳細
については、AmazonCloudWatch Events 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。

a. 次のサンプルを使用して、CloudWatch Events がサービスロールを引き受けるように信頼ポリ
シーを作成します。このスクリプトに trustpolicyforCWE.json という名前を付けます。

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

b. 次のコマンドを使用して、Role-for-MyRule ロールを作成し、信頼ポリシーをアタッチしま
す。

この変更を行う理由 ロールにこの信頼ポリシーを追加すると、CloudWatch Events に対するアク
セス許可が作成されます。

aws iam create-role --role-name Role-for-MyRule --assume-role-policy-document 
 file://trustpolicyforCWE.json

c. 次に示すように、MyFirstPipeline という名前のパイプラインに対してアクセス許可ポリシー 
JSON を作成します。アクセス権限ポリシーに permissionspolicyforCWE.json と名前を付
けます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codepipeline:StartPipelineExecution" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:codepipeline:us-west-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline" 
            ] 
        } 
    ]
}
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d. 次のコマンドを実行して、作成した Role-for-MyRule ロールに新しい CodePipeline-
Permissions-Policy-for-CWE アクセス権限ポリシーをアタッチします。

aws iam put-role-policy --role-name Role-for-MyRule --policy-name CodePipeline-
Permissions-Policy-For-CWE --policy-document file://permissionspolicyforCWE.json

2. put-rule コマンドを呼び出し、--name、--event-pattern、--role-arn パラメータを含めます。

次のサンプルコマンドでは、MyS3SourceRule という名前のルールが作成されます。

aws events put-rule --name "MyS3SourceRule" --event-pattern "{\"source\":
[\"aws.s3\"],\"detail-type\":[\"AWS API Call via CloudTrail\"],\"detail\":
{\"eventSource\":[\"s3.amazonaws.com\"],\"eventName\":[\"CopyObject\",\"PutObject\",
\"CompleteMultipartUpload\"],\"requestParameters\":{\"bucketName\":[\"my-bucket\"],
\"key\":[\"my-key\"]}}} 
 --role-arn "arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:role/Role-for-MyRule"

3. CodePipeline をターゲットとして追加するには、put-targets コマンドを呼び出し、--rule パラメー
タおよび --targets パラメータを含めます。

次のコマンドでは、MyS3SourceRule という名前のルールに対して指定し、ターゲット Id は 1 番で
構成されています。これは、ルールのターゲットのリストが何であるかを示し、この場合は ターゲッ
ト 1 です。このコマンドでは、パイプラインのサンプルの ARN も指定されます。パイプラインは、リ
ポジトリ内に変更が加えられると開始します。

aws events put-targets --rule MyS3SourceRule --targets 
 Id=1,Arn=arn:aws:codepipeline:us-west-2:80398EXAMPLE:TestPipeline

PollForSourceChangesパイプラインのパラメータを編集するには

Important

このメソッドを使用してパイプラインを作成すると、PollForSourceChanges パラメータはデ
フォルトで true になります (ただし、明示的に false に設定した場合は除きます)。イベントベー
スの変更検出を追加する場合は、このパラメータを出力に追加する必要があります。ポーリング
を無効にするには、このパラメータを false に設定します。そうしないと、1 つのソース変更に対
してパイプラインが 2 回起動されます。詳細については、「 PollForSourceChanges パラメータ
のデフォルト設定 (p. 479)」を参照してください

1. get-pipeline コマンドを実行して、パイプライン構造を JSON ファイルにコピーします。例え
ば、MyFirstPipeline という名前のパイプラインに対して、以下のコマンドを実行します。

aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json

このコマンドは何も返しませんが、作成したファイルは、コマンドを実行したディレクトリにありま
す。

2. この例に示すように、プレーンテキストエディタでJSONファイルを開き、storage-bucket という
名前のバケットの PollForSourceChanges パラメータを false に変更してソースステージを編集
します。

この変更を行う理由 このパラメータを false に設定すると、定期的チェックがオフになるため、イ
ベントベースの変更検出のみ使用することができます。

"configuration": { 
    "S3Bucket": "storage-bucket", 
     "PollForSourceChanges": "false",
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    "S3ObjectKey": "index.zip"
},

3. get-pipeline コマンドを使用して取得したパイプライン構造を使用している場合、JSON ファイルから
metadata 行を削除する必要があります。それ以外の場合は、update-pipeline コマンドで使用するこ
とはできません。"metadata": { } 行と、"created"、"pipelineARN"、"updated" フィール
ドを削除します。

例えば、構造から以下の行を削除します。

"metadata": { 
    "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name", 
    "created": "date", 
    "updated": "date"
},

ファイルを保存します。
4. 変更を適用するには、パイプライン JSON ファイルを指定して、update-pipeline コマンドを実行しま

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 codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json

このコマンドは、編集したパイプラインの構造全体を返します。

Note

update-pipeline コマンドは、パイプラインを停止します。update-pipeline コマンドを実行し
たときにパイプラインによりリビジョンが実行されている場合、その実行は停止します。更
新されたパイプラインによりそのリビジョンを実行するには、パイプラインを手動で開始す
る必要があります。パイプラインを手動で開始するには start-pipeline-execution コマンドを
使用します。

Amazon S3 ソース（AWS CloudFormationテンプレー
ト）CloudWatchのイベントルールを作成します。
AWS CloudFormation を使用してルールを作成するには、ここで示しているようにテンプレートを更新し
ます。

Amazon S3CloudWatch をイベントソース、ターゲットとするEvents ルールを作成し、アクセス
権限ポリシーを適用するにはCodePipeline

1. テンプレートの Resources で、AWS::IAM::RoleAWS CloudFormation リソースを使用して、イベ
ントにパイプラインの開始を許可する IAM ロールを設定します。このエントリによって、2 つのポリ
シーを使用するロールが作成されます。

• 最初のポリシーでは、ロールを引き受けることを許可します。
• 2 つめのポリシーでは、パイプラインを開始するアクセス権限が付与されます。

この変更を行う理由 AWS::IAM::Roleリソースを追加するとAWS 
CloudFormation、AmazonCloudWatch イベントの権限を作成できます。このリソースは AWS 
CloudFormation スタックに追加されます。API バージョン 2015-07-09
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YAML

  AmazonCloudWatchEventRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - events.amazonaws.com 
            Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
        - 
          PolicyName: cwe-pipeline-execution 
          PolicyDocument: 
            Version: 2012-10-17 
            Statement: 
              - 
                Effect: Allow 
                Action: codepipeline:StartPipelineExecution 
                Resource: !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 
 'AWS::Region', ':', !Ref 'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ]

...

JSON

  "AmazonCloudWatchEventRole": { 
    "Type": "AWS::IAM::Role", 
    "Properties": { 
      "AssumeRolePolicyDocument": { 
        "Version": "2012-10-17", 
        "Statement": [ 
          { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
              "Service": [ 
                "events.amazonaws.com" 
              ] 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole" 
          } 
        ] 
      }, 
      "Path": "/", 
      "Policies": [ 
        { 
          "PolicyName": "cwe-pipeline-execution", 
          "PolicyDocument": { 
            "Version": "2012-10-17", 
            "Statement": [ 
              { 
                "Effect": "Allow", 
                "Action": "codepipeline:StartPipelineExecution", 
                "Resource": { 
                  "Fn::Join": [ 
                    "", 
                    [ 
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                      "arn:aws:codepipeline:", 
                      { 
                        "Ref": "AWS::Region" 
                      }, 
                      ":", 
                      { 
                        "Ref": "AWS::AccountId" 
                      }, 
                      ":", 
                      { 
                        "Ref": "AppPipeline" 
                      } 
                    ] 
                  ]

...

2. AWS::Events::RuleAWS CloudFormationCloudWatchリソースを使用してイベントルールを追加し
ます。このイベントパターンは、Amazon S3 ソースバケットでの CopyObject、PutObject、およ
び CompleteMultipartUpload をモニタリングするイベントを作成します。さらに、パイプライ
ンのターゲットも含めます。CopyObject、PutObject、または CompleteMultipartUpload が
発生すると、このルールは、ターゲットパイプラインで StartPipelineExecution を呼び出しま
す。

この変更を行う理由 AWS::Events::Rule リソースを追加すると、AWS CloudFormation でイベン
トを作成できるようになります。このリソースは AWS CloudFormation スタックに追加されます。

YAML

  AmazonCloudWatchEventRule: 
    Type: AWS::Events::Rule 
    Properties: 
      EventPattern: 
        source: 
          - aws.s3 
        detail-type: 
          - 'AWS API Call via CloudTrail' 
        detail: 
          eventSource: 
            - s3.amazonaws.com 
          eventName: 
            - CopyObject 
            - PutObject 
            - CompleteMultipartUpload 
          requestParameters: 
            bucketName: 
              - !Ref SourceBucket 
            key: 
              - !Ref SourceObjectKey 
      Targets: 
        - 
          Arn: 
            !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 'AWS::Region', ':', !Ref 
 'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ] 
          RoleArn: !GetAtt AmazonCloudWatchEventRole.Arn 
          Id: codepipeline-AppPipeline

...

JSON
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  "AmazonCloudWatchEventRule": { 
    "Type": "AWS::Events::Rule", 
    "Properties": { 
      "EventPattern": { 
        "source": [ 
          "aws.s3" 
        ], 
        "detail-type": [ 
          "AWS API Call via CloudTrail" 
        ], 
        "detail": { 
          "eventSource": [ 
            "s3.amazonaws.com" 
          ], 
          "eventName": [ 
            "CopyObject", 
            "PutObject", 
            "CompleteMultipartUpload" 
          ], 
          "requestParameters": { 
            "bucketName": [ 
              { 
                "Ref": "SourceBucket" 
              } 
            ], 
            "key": [ 
              { 
                "Ref": "SourceObjectKey" 
              } 
            ] 
          } 
        } 
      }, 
      "Targets": [ 
        { 
          "Arn": { 
            "Fn::Join": [ 
              "", 
              [ 
                "arn:aws:codepipeline:", 
                { 
                  "Ref": "AWS::Region" 
                }, 
                ":", 
                { 
                  "Ref": "AWS::AccountId" 
                }, 
                ":", 
                { 
                  "Ref": "AppPipeline" 
                } 
              ] 
            ] 
          }, 
          "RoleArn": { 
            "Fn::GetAtt": [ 
              "AmazonCloudWatchEventRole", 
              "Arn" 
            ] 
          }, 
          "Id": "codepipeline-AppPipeline" 
        } 
      ] 
    } 
  }
},
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...

3. このスニペットを最初のテンプレートに追加して、クロススタック機能を有効にします。

YAML

Outputs: 
  SourceBucketARN: 
    Description: "S3 bucket ARN that Cloudtrail will use" 
    Value: !GetAtt SourceBucket.Arn 
    Export: 
      Name: SourceBucketARN

JSON

  "Outputs" : { 
    "SourceBucketARN" : { 
      "Description" : "S3 bucket ARN that Cloudtrail will use", 
      "Value" : { "Fn::GetAtt": ["SourceBucket", "Arn"] }, 
      "Export" : { 
        "Name" : "SourceBucketARN" 
      } 
    }

...

4. 更新したテンプレートをローカルコンピュータに保存し、AWS CloudFormation コンソールを開きま
す。

5. スタックを選択し、[既存スタックの変更セットの作成] を選択します。
6. 更新されたテンプレートをアップロードし、AWS CloudFormation に示された変更を表示します。こ

れらがスタックに加えられる変更です。新しいリソースがリストに表示されています。
7. [実行] を選択します。

PollForSourceChangesパイプラインのパラメータを編集するには

Important

このメソッドを使用してパイプラインを作成すると、PollForSourceChanges パラメータはデ
フォルトで true になります (ただし、明示的に false に設定した場合は除きます)。イベントベー
スの変更検出を追加する場合は、このパラメータを出力に追加する必要があります。ポーリング
を無効にするには、このパラメータを false に設定します。そうしないと、1 つのソース変更に対
してパイプラインが 2 回起動されます。詳細については、「 PollForSourceChanges パラメータ
のデフォルト設定 (p. 479)」を参照してください

• テンプレートで、PollForSourceChanges を false に変更します。パイプライン定義に
PollForSourceChanges が含まれていなかった場合は、追加して false に設定します。

この変更を行う理由 PollForSourceChanges パラメータを false に変更すると、定期的チェック
がオフになるため、イベントベースの変更検出のみ使用することができます。

YAML

          Name: Source 
          Actions:  
            -  
              Name: SourceAction 
              ActionTypeId:  
                Category: Source 
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                Owner: AWS 
                Version: 1 
                Provider: S3 
              OutputArtifacts:  
                - Name: SourceOutput 
              Configuration:  
                S3Bucket: !Ref SourceBucket 
                S3ObjectKey: !Ref SourceObjectKey 
                 PollForSourceChanges: false
              RunOrder: 1

JSON

 { 
    "Name": "SourceAction", 
    "ActionTypeId": { 
      "Category": "Source", 
      "Owner": "AWS", 
      "Version": 1, 
      "Provider": "S3" 
    }, 
    "OutputArtifacts": [ 
      { 
        "Name": "SourceOutput" 
      } 
    ], 
    "Configuration": { 
      "S3Bucket": { 
        "Ref": "SourceBucket" 
      }, 
      "S3ObjectKey": { 
        "Ref": "SourceObjectKey" 
      }, 
      "PollForSourceChanges": false
    }, 
    "RunOrder": 1 
  } 
       

Amazon S3 パイプラインのリソース用に 2CloudTrail パイプラインのリソース用に 2 ソースを作
成するには

• 個別のテンプレートの Resources で、AWS CloudFormation リソース
AWS::S3::Bucket、AWS::S3::BucketPolicy、AWS::CloudTrail::Trail を使用し
て、CloudTrail のシンプルなバケット定義と証跡を指定します。

なぜこの変更を行うのですか? アカウントあたり 5CloudTrail 証跡を現在の制限として、個別に作成し
て管理する必要があります。(の制限を参照してください)AWS CloudTrail。ただし、1 つの証跡に複数
の Amazon S3 バケットを含めることができるため、いったん証跡を作成してから、必要に応じて他
のパイプライン用に Amazon S3 バケットを追加できます。2 番目のサンプルテンプレートファイルに
以下のコードを貼り付けます。

YAML

###################################################################################
# Prerequisites:  
#   - S3 SourceBucket and SourceObjectKey must exist
###################################################################################

Parameters: 
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  SourceObjectKey: 
    Description: 'S3 source artifact' 
    Type: String 
    Default: SampleApp_Linux.zip

Resources: 
  AWSCloudTrailBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: !Ref AWSCloudTrailBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - 
            Sid: AWSCloudTrailAclCheck 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - cloudtrail.amazonaws.com 
            Action: s3:GetBucketAcl 
            Resource: !GetAtt AWSCloudTrailBucket.Arn 
          - 
            Sid: AWSCloudTrailWrite 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - cloudtrail.amazonaws.com 
            Action: s3:PutObject 
            Resource: !Join [ '', [ !GetAtt AWSCloudTrailBucket.Arn, '/AWSLogs/', !
Ref 'AWS::AccountId', '/*' ] ] 
            Condition:  
              StringEquals: 
                s3:x-amz-acl: bucket-owner-full-control 
  AWSCloudTrailBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    DeletionPolicy: Retain 
  AwsCloudTrail: 
    DependsOn: 
      - AWSCloudTrailBucketPolicy 
    Type: AWS::CloudTrail::Trail 
    Properties: 
      S3BucketName: !Ref AWSCloudTrailBucket 
      EventSelectors: 
        - 
          DataResources: 
            - 
              Type: AWS::S3::Object 
              Values: 
                - !Join [ '', [ !ImportValue SourceBucketARN, '/', !Ref 
 SourceObjectKey ] ] 
          ReadWriteType: WriteOnly 
          IncludeManagementEvents: false 
      IncludeGlobalServiceEvents: true 
      IsLogging: true 
      IsMultiRegionTrail: true

...

JSON

{ 
  "Parameters": { 
    "SourceObjectKey": { 

API バージョン 2015-07-09
180



AWS CodePipeline ユーザーガイド
Amazon S3CloudWatch ソースアクションとEvents

      "Description": "S3 source artifact", 
      "Type": "String", 
      "Default": "SampleApp_Linux.zip" 
    } 
  }, 
  "Resources": { 
    "AWSCloudTrailBucket": { 
      "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "DeletionPolicy": "Retain" 
    }, 
    "AWSCloudTrailBucketPolicy": { 
      "Type": "AWS::S3::BucketPolicy", 
      "Properties": { 
        "Bucket": { 
          "Ref": "AWSCloudTrailBucket" 
        }, 
        "PolicyDocument": { 
          "Version": "2012-10-17", 
          "Statement": [ 
            { 
              "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck", 
              "Effect": "Allow", 
              "Principal": { 
                "Service": [ 
                  "cloudtrail.amazonaws.com" 
                ] 
              }, 
              "Action": "s3:GetBucketAcl", 
              "Resource": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                  "AWSCloudTrailBucket", 
                  "Arn" 
                ] 
              } 
            }, 
            { 
              "Sid": "AWSCloudTrailWrite", 
              "Effect": "Allow", 
              "Principal": { 
                "Service": [ 
                  "cloudtrail.amazonaws.com" 
                ] 
              }, 
              "Action": "s3:PutObject", 
              "Resource": { 
                "Fn::Join": [ 
                  "", 
                  [ 
                    { 
                      "Fn::GetAtt": [ 
                        "AWSCloudTrailBucket", 
                        "Arn" 
                      ] 
                    }, 
                    "/AWSLogs/", 
                    { 
                      "Ref": "AWS::AccountId" 
                    }, 
                    "/*" 
                  ] 
                ] 
              }, 
              "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                  "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control" 
                } 
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              } 
            } 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    "AwsCloudTrail": { 
      "DependsOn": [ 
        "AWSCloudTrailBucketPolicy" 
      ], 
      "Type": "AWS::CloudTrail::Trail", 
      "Properties": { 
        "S3BucketName": { 
          "Ref": "AWSCloudTrailBucket" 
        }, 
        "EventSelectors": [ 
          { 
            "DataResources": [ 
              { 
                "Type": "AWS::S3::Object", 
                "Values": [ 
                  { 
                    "Fn::Join": [ 
                      "", 
                      [ 
                        { 
                          "Fn::ImportValue": "SourceBucketARN" 
                        }, 
                        "/", 
                        { 
                          "Ref": "SourceObjectKey" 
                        } 
                      ] 
                    ] 
                  } 
                ] 
              } 
            ], 
            "ReadWriteType": "WriteOnly", 
            "IncludeManagementEvents": false 
          } 
        ], 
        "IncludeGlobalServiceEvents": true, 
        "IsLogging": true, 
        "IsMultiRegionTrail": true 
      } 
    } 
  }
}

...

Bitbucket 接続
接続を使用すると、サードパーティープロバイダを AWS リソースと紐付ける構造の承認と設立ができま
す。サードパーティのリポジトリをパイプラインのソースとして関連付けるには、接続を使用します。

Note

この機能は、アジアパシフィック (香港) および欧州 (ミラノ) リージョンでは利用できません。利
用可能なその他のアクションについては、「 を製品やサービスと統合するCodePipeline (p. 20)」
を参照してください。
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Bitbucket への接続を作成します。CodePipeline

• CodePipelineコンソールの [パイプラインの作成] ウィザードまたは [アクションの編集] ページを使用し
て、Bitbucket プロバイダオプションを選択します。アクションを追加するには Bitbucket (コンソール) 
への接続を作成する (p. 183) を参照してください。このコンソールは、接続リソースの作成に役立ち
ます。

Note

Bitbucket Cloudリポジトリへの接続を作成できます。Bitbucket サーバーなど、インストールさ
れている Bitbucket プロバイダーのタイプはサポートされていません。

• CLI を使用して、次の通りに CreateSourceConnection でのアクションのアクション設定を
Bitbucket プロバイダに追加します。
• 接続リソースを作成するには、Bitbucket (CLI) への接続を作成する (p. 186) を参照してCLI で接続リ

ソースを作成します。
• CreateSourceConnection でのアクション設定の例を CodeStarSourceConnection Bitbucket、 

GitHub、 GitHub およびエンタープライズサーバーアクション用 (p. 536) で使用し、パイプラインを
作成する (CLI) (p. 221) で表示されるようにアクションを追加します。

Note

[設定] からデベロッパーツール コンソールを使用して、接続を作成することもできます。[接続を
作成する] を参照してください。

開始する前に、以下を確認してください。

• Bitbucket など、サードパーティーのリポジトリプロバイダでアカウントを作成しておく必要がありま
す。

• Bitbucket リポジトリなどのサードパーティーのコードリポジトリを既に作成しておく必要があります。

Note

Bitbucket 接続は、接続の作成に使用された Bitbucket アカウントが所有するリポジトリへのアク
セスのみを提供します。
アプリケーションを Bitbucket ワークスペースにインストールする場合は、「ワークスペースを管
理する」アクセス許可が必要です。アクセス許可がないと、アプリケーションをインストールす
るオプションは表示されません。

トピック
• Bitbucket (コンソール) への接続を作成する (p. 183)
• Bitbucket (CLI) への接続を作成する (p. 186)

Bitbucket (コンソール) への接続を作成する
CodePipeline次の手順を使用して Bitbucket への接続を作成します。

Note

Bitbucket Cloudリポジトリへの接続を作成できます。Bitbucket サーバーなど、インストールされ
ている Bitbucket プロバイダーのタイプはサポートされていません。

ステップ１：パイプラインを作成または修正するには

パイプラインを作成または修正するには

1. CodePipeline コンソールにサインインします。
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2. 次のいずれかを選択します 。

• パイプラインの作成を選択します。[パイプラインを作成する] の手順に従い最初の画面を完了し、
[次] を選択します。 [ソース] ページの [ソースプロバイダー] の下の [Bitbucket] を選択します。

• 既存のパイプラインを編集することを選択します。[Edit]、[Edit Stage] の順に選択します。ソース
アクションを追加または編集するかを選択します。[アクションの編集] ページで、[Action name (ア
クション名)] に自分のアクション名を入力します。[アクションプロバイダ] で、[Bitbucket] を選択
します。

3. 以下のいずれかを実行します。

• [接続] でプロバイダへの接続をまだ作成していない場合は、[Bitbucket への接続] を選択します。ス
テップ２：Bitbucket に接続に進みます。

• [接続] でプロバイダへの接続を既に作成している場合は、その接続を選択します。ステップ 3： 接
続のソースアクションを保存するに進みます。

ステップ２：Bitbucket への接続を作成する

Bitbucket への接続を作成するには

1. リポジトリの [Bitbucket への接続] 設定ページで、接続名を入力し、[Bitbucket への接続] を選択しま
す。

[Bitbucket アプリ] フィールドが表示されます。
2. [Bitbucket apps] (Bitbucket アプリ) で、アプリのインストールを選択するか、アプリを作成するため

に [Install a new app] (新しいアプリをインストールする) を選択します。

Note

アプリケーションは、Bitbucket ワークスペースまたはアカウントごとに 1 回だけインストー
ルします。Bitbucket アプリを既にインストールしている場合は、それを選択してステップ 4 
に移動します。
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3. Bitbucket のログインページが表示されたら、認証情報を使用してログインし、続行を選択します。
4. アプリのインストールページで、AWSCodeStar アプリが Bitbucket アカウントに接続しようとしてい

ることを示すメッセージが表示されます。

Bitbucket ワークスペースを使用している場合は、[Authorize for] (承認対象) オプションをそのワーク
スペースに変更します。管理者権限のあるワークスペースのみが表示されます。

[Grant access (アクセス権の付与)] を選択します。
5. Bitbucketアプリには、新規インストールの接続 ID が表示されます。[Connect] (接続) を選択します。

作成された接続が接続リストに表示されます。

ステップ 3: Bitbucket のソースアクションを保存する
ウィザードで次の手順を使用するか、[アクションを編集] ページで、ソースアクションを接続情報ととも
に保存します。

接続でソースアクションを完了して保存するには

1. [リポジトリ名] で、サードパーティーのリポジトリの名前を選択します。[ブランチ名] で、パイプラ
インでソースの変更を検出するブランチを選択します。

2. [Output artifact format (出力アーティファクトのフォーマット)] で、アーティファクトのフォーマット
を選択する必要があります。
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• デフォルトのメソッドを使用して Bitbucket への接続を作成しますCodePipeline。アクション
は、Bitbucket リポジトリからファイルにアクセスし、パイプラインアーティファクトストアの ZIP 
ファイルにアーティファクトを保存します。

• リポジトリへの URL 参照を含む JSON ファイルを保存して、ダウンストリームのアクションで Git 
コマンドを直接実行できるようにするには、[Full clone (フルクローン)] を選択します。このオプ
ションは、CodeBuild ダウンストリームアクションでのみ使用できます。

このオプションを選択する場合は、で示されるようにCodeBuildプロジェクトサービスロールの許
可を更新する必要がありますBitbucket GitHub、 CodeBuild GitClone GitHub またはエンタープライ
ズサーバーへの接続権限の追加 (p. 410)。

3. ウィザード上で [次へ] または [保存] を [アクションを編集] ページで選択します。

Bitbucket (CLI) への接続を作成する
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して接続を作成できます。

Note

Bitbucket Cloudリポジトリへの接続を作成できます。Bitbucket サーバーなど、インストールされ
ている Bitbucket プロバイダーのタイプはサポートされていません。

これを行うには、create-connection コマンドを使用します。

Important

AWS CLI または AWS CloudFormation を使用して作成された接続は、デフォルトで PENDING ス
テータスになります。CLI または AWS CloudFormation を使用して接続を作成した後、コンソー
ルを使用して接続を編集し、ステータスを AVAILABLE に変更します。

接続を作成する

1. ターミナル (Linux/macOS/Unix) またはコマンドプロンプト (Windows) を開きます。AWS CLI を使用
して、create-connection コマンドを実行し、接続に --provider-type と --connection-name を
指定します。この例では、サードパーティープロバイダー名は Bitbucket で、指定された接続名は
MyConnection です。

aws codestar-connections create-connection --provider-type Bitbucket --connection-name 
 MyConnection

成功した場合、このコマンドは次のような接続 ARN 情報を返します。

{ 
    "ConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:us-west-2:account_id:connection/
aEXAMPLE-8aad-4d5d-8878-dfcab0bc441f"
}

2. コンソールを使用して接続を完了します。詳細については、「Update a pending connection」を参照
してください。

CodeCommitCloudWatchソースアクションとイベント
CodeCommitソースアクションを追加するにはCodePipeline、次のいずれかを選択できます。

• CodePipelineコンソールの [パイプライン作成] ウィザード (パイプラインを作成する (コンソー
ル) (p. 214)) または [アクションの編集] ページを使用して、CodeCommitプロバイダーオプションを
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選択します。コンソールは、ソースが変更されたときにパイプラインを開始する AmazonCloudWatch 
Events ルールを作成します。

• CLI を使用して、CodeCommit アクションのアクション設定を追加し、次のように追加のリソースを作
成します。
• CodeCommit でのアクション設定の例を CodeCommit (p. 529) で使用し、パイプラインを作成する 

(CLI) (p. 221) で表示されるようにアクションを作成します。
• 変更検出方法のデフォルトは、ソースをポーリングすることによってパイプラインを開始します。定

期的なチェックを無効にして、手動で変更検出ルールを作成することをお勧めします。CodeCommit
ソース (コンソール)CloudWatch のイベントルールを作成する (p. 187)、CloudWatchCodeCommit
ソースのイベントルールを作成する (CLI) (p. 188)、CodeCommitソース (AWS CloudFormationテン
プレート)CloudWatch のイベントルールを作成する  (p. 191) の内、いずれかののいずれかの方法を
使用します。

トピック
• CodeCommitソース (コンソール)CloudWatch のイベントルールを作成する (p. 187)
• CloudWatchCodeCommitソースのイベントルールを作成する (CLI) (p. 188)
• CodeCommitソース (AWS CloudFormationテンプレート)CloudWatch のイベントルールを作成する

 (p. 191)

CodeCommitソース (コンソール)CloudWatch のイベントルール
を作成する

Important

コンソールを使用してパイプラインを作成または編集する場合は、CloudWatch Events ルールが
自動的に作成されます。

CloudWatchCodePipelineオペレーションで使用するイベント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] (イベント) を選択します。
3. [ルールを作成] を選択し、[イベントソース] の [サービス名] からを選択しますCodeCommit。

選択したサービス名には、イベントリソースが含まれています。たとえば
CodeCommit、CodeCommitパイプラインに関連付けられたリポジトリーの変更があった場合にパイ
プラインを開始します。

4. 「イベントタイプ」から、「CodeCommitリポジトリ状態変更」を選択します。
5. すべてのリポジトリに適用するルールを作成するには、[Any resource] を選択します。

1 つ以上のリポジトリに適用されるルールを作成するには、[Specific resource(s) by ARN] を選択して
から ARN を入力します。

Note

CodeCommitリポジトリの ARNCodeCommit はコンソールの [Settings] ページで見つけるこ
とができます。

リポジトリに関連付けるブランチを指定するには、[編集] を選択し、リソースタイプブランチおよび
ブランチ名を入力します。detail のイベントパターンオプションを使用します。前の例では、main
という名前の CodeCommit リポジトリブランチの詳細オプションを示しています。

以下は、CodeCommitMyTestRepoという名前のブランチを持つリポジトリのイベントパターンで
すmain。
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{ 
  "source": [ 
    "aws.codecommit" 
  ], 
  "detail-type": [ 
    "CodeCommit Repository State Change" 
  ], 
  "resources": [ 
    "arn:aws:codecommit:us-west-2:80398EXAMPLE:MyTestRepo" 
  ], 
  "detail": { 
    "referenceType": [ 
      "branch" 
    ], 
    "referenceName": [ 
      "main" 
    ] 
  }
}

[Save] (保存) を選択します。

[イベントパターンのプレビュー] ペインで、ルールを表示します。
6. 「ターゲット」で、を選択しますCodePipeline。
7. このルールによって開始するパイプラインの、パイプライン ARN を入力します。

Note

get-pipeline コマンドを実行した後、メタデータ出力でパイプライン ARN を見つけることが
できます。パイプライン ARN はこの形式で作成されます。
arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name
パイプライン ARN の例:
arn:aws:codepipeline:us-east-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline

8. Amazon Events ルールに関連付けられたターゲットを呼び出すためのアクセス権限を 
AmazonCloudWatch Events に付与する IAM サービスロールを作成または指定します (この場合、
ターゲットはCodePipeline)。CloudWatch

• パイプラインの実行を開始するためのアクセス許可を AmazonCloudWatch Events に付与するサー
ビスロールを作成するには、[この特定のリソースに対して新しいロールを作成する] を選択しま
す。

• パイプラインの実行を開始するためのアクセス許可を AmazonCloudWatch Events に付与するサー
ビスロールを指定するには、[既存のロールの使用] を選択します。

9. ルール設定を確認して、要件を満たしていることを確認します。
10. [詳細の設定] を選択します。
11. [Configure rule details] ページでルールの名前と説明を入力してから、[State] を選択してルールを有効

化します。
12. 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。

CloudWatchCodeCommitソースのイベントルールを作成する 
(CLI)

put-rule コマンドを呼び出して、以下を指定します。
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• 作成中のルールを一意に識別する名前。この名前は、AWS アカウントに関連付けられた CodePipeline 
で作成するすべてのパイプラインで一意である必要があります。

• ルールで使用するソースと詳細フィールドのイベントパターン。詳細については、AmazonCloudWatch 
Events および Event Patterns を参照してください。

CloudWatchCodeCommitCodePipelineイベントソースとターゲットとしてイベントルールを作成
するには

1. CodePipelineルールを呼び出すための AmazonCloudWatch Events アクセス許可を追加します。詳細
については、AmazonCloudWatch Events 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。

a. 次のサンプルを使用して、CloudWatch Events がサービスロールを引き受けるように信頼ポリ
シーを作成します。信頼ポリシーに trustpolicyforCWE.json と名前を付けます。

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

b. 次のコマンドを使用して、Role-for-MyRule ロールを作成し、信頼ポリシーをアタッチしま
す。

aws iam create-role --role-name Role-for-MyRule --assume-role-policy-document 
 file://trustpolicyforCWE.json

c. 次のサンプルに示すように、MyFirstPipeline というパイプラインに対して、アクセス権限ポ
リシー JSON を作成します。アクセス権限ポリシーに permissionspolicyforCWE.json と名
前を付けます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codepipeline:StartPipelineExecution" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:codepipeline:us-west-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline" 
            ] 
        } 
    ]
}

d. 次のコマンドを使用して、Role-for-MyRule ロールに CodePipeline-Permissions-
Policy-for-CWE アクセス権限ポリシーをアタッチします。

この変更を行う理由 ロールにこのポリシーを追加すると、CloudWatch Events に対するアクセス
許可が作成されます。
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aws iam put-role-policy --role-name Role-for-MyRule --policy-name CodePipeline-
Permissions-Policy-For-CWE --policy-document file://permissionspolicyforCWE.json

2. put-rule コマンドを呼び出し、--name、--event-pattern、--role-arn パラメータを含めます。

この変更を行う理由 このコマンドでは、AWS CloudFormation でイベントを作成することができま
す。

次のサンプルコマンドは、MyCodeCommitRepoRule というルールを作成します。

aws events put-rule --name "MyCodeCommitRepoRule" --event-pattern "{\"source\":
[\"aws.codecommit\"],\"detail-type\":[\"CodeCommit Repository State Change\"],
\"resources\":[\"repository-ARN\"],\"detail\":{\"referenceType\":[\"branch\"],
\"referenceName\":[\"main\"]}}" --role-arn "arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:role/Role-for-
MyRule"

3. CodePipeline をターゲットとして追加するには、put-targets コマンドを呼び出し、次のパラメータを
含めます。

• --rule パラメータは、put-rule を使用して作成した rule_name で使用されます。
• --targets パラメータは、ターゲットリストのリスト Id とターゲットパイプラインの ARN で使

用されます。

次のサンプルコマンドでは、MyCodeCommitRepoRule と呼ばれるルールに対して指定し、ターゲッ
ト Id は 1 番で構成されています。これは、ルールのターゲットのリストが何であるかを示し、この
場合は ターゲット 1 です。このサンプルコマンドでは、パイプラインのサンプルの ARN も指定され
ます。パイプラインは、リポジトリ内に変更が加えられると開始します。

aws events put-targets --rule MyCodeCommitRepoRule --targets 
 Id=1,Arn=arn:aws:codepipeline:us-west-2:80398EXAMPLE:TestPipeline

PollForSourceChangesパイプラインのパラメータを編集するには

Important

このメソッドを使用してパイプラインを作成すると、PollForSourceChanges パラメータはデ
フォルトで true になります (ただし、明示的に false に設定した場合は除きます)。イベントベー
スの変更検出を追加する場合は、このパラメータを出力に追加する必要があります。ポーリング
を無効にするには、このパラメータを false に設定します。そうしないと、1 つのソース変更に対
してパイプラインが 2 回起動されます。詳細については、「 PollForSourceChanges パラメータ
のデフォルト設定 (p. 479)」を参照してください

1. get-pipeline コマンドを実行して、パイプライン構造を JSON ファイルにコピーします。例え
ば、MyFirstPipeline という名前のパイプラインに対して、以下のコマンドを実行します。

aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json

このコマンドは何も返しませんが、作成したファイルは、コマンドを実行したディレクトリにありま
す。

2. 任意のプレーンテキストエディタで JSON ファイルを開き、以下に示しているよう
に、PollForSourceChanges パラメータを false に変更してソースステージを編集します。

この変更を行う理由 このパラメータを false に変更すると、定期的チェックがオフになるため、イ
ベントベースの変更検出のみ使用することができます。
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"configuration": { 
     "PollForSourceChanges": "false",
    "BranchName": "main", 
    "RepositoryName": "MyTestRepo"
},

3. get-pipeline コマンドを使用して取得したパイプライン構造を使用している場合、JSON ファイルから
metadata 行を削除します。それ以外の場合は、update-pipeline コマンドで使用することはできませ
ん。"metadata": { } 行と、"created"、"pipelineARN"、"updated" フィールドを削除しま
す。

例えば、構造から以下の行を削除します。

"metadata": { 
    "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name", 
    "created": "date", 
    "updated": "date"
},

ファイルを保存します。
4. 変更を適用するには、パイプライン JSON ファイルを指定して、update-pipeline コマンドを実行しま

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 codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json

このコマンドは、編集したパイプラインの構造全体を返します。

Note

update-pipeline コマンドは、パイプラインを停止します。update-pipeline コマンドを実行し
たときにパイプラインによりリビジョンが実行されている場合、その実行は停止します。更
新されたパイプラインによりそのリビジョンを実行するには、パイプラインを手動で開始す
る必要があります。パイプラインを手動で開始するには start-pipeline-execution コ
マンドを使用します。

CodeCommitソース (AWS CloudFormationテンプレー
ト)CloudWatch のイベントルールを作成する

AWS CloudFormation を使用してルールを作成するには、ここで示しているようにテンプレートを更新し
ます。

AWS CloudFormationパイプラインテンプレートを更新し、CloudWatch Events ルールを作成する
には

1. テンプレートの Resources で、AWS::IAM::RoleAWS CloudFormation リソースを使用して、イベ
ントにパイプラインの開始を許可する IAM ロールを設定します。このエントリによって、2 つのポリ
シーを使用するロールが作成されます。

• 最初のポリシーでは、ロールを引き受けることを許可します。
• 2 つめのポリシーでは、パイプラインを開始するアクセス権限が付与されます。
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この変更を行う理由 AWS::IAM::RoleAWS CloudFormationリソースを追加すると、CloudWatchイ
ベントの権限を作成できます。このリソースは AWS CloudFormation スタックに追加されます。

YAML

  AmazonCloudWatchEventRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - events.amazonaws.com 
            Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
        - 
          PolicyName: cwe-pipeline-execution 
          PolicyDocument: 
            Version: 2012-10-17 
            Statement: 
              - 
                Effect: Allow 
                Action: codepipeline:StartPipelineExecution 
                Resource: !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 
 'AWS::Region', ':', !Ref 'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ] 

JSON

"AmazonCloudWatchEventRole": { 
  "Type": "AWS::IAM::Role",  
  "Properties": { 
    "AssumeRolePolicyDocument": { 
      "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": [ 
        { 
          "Effect": "Allow", 
          "Principal": { 
            "Service": [ 
              "events.amazonaws.com" 
            ] 
          }, 
          "Action": "sts:AssumeRole" 
        } 
      ] 
    }, 
    "Path": "/", 
    "Policies": [ 
      { 
        "PolicyName": "cwe-pipeline-execution", 
        "PolicyDocument": { 
          "Version": "2012-10-17", 
          "Statement": [ 
            { 
              "Effect": "Allow", 
              "Action": "codepipeline:StartPipelineExecution", 
              "Resource": { 
                "Fn::Join": [ 
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                  "", 
                  [ 
                    "arn:aws:codepipeline:", 
                    { 
                      "Ref": "AWS::Region" 
                    }, 
                    ":", 
                    { 
                      "Ref": "AWS::AccountId" 
                    }, 
                    ":", 
                    { 
                      "Ref": "AppPipeline" 
                    } 
                  ]

...

2. ResourcesAWS::Events::RuleAWS CloudFormationCloudWatchテンプレートの下にあるリソー
スを使用してイベントルールを追加します。このイベントパターンによって、CloudWatchリポジトリ
へのプッシュ変更をモニタリングするイベントが作成されます。Events でリポジトリの状態変更が検
出されると、StartPipelineExecutionルールがターゲットパイプラインで呼び出されます。

なぜこの変更を行うのですか? AWS::Events::Rule リソースを追加すると、AWS CloudFormation 
でイベントを作成できるようになります。このリソースは AWS CloudFormation スタックに追加され
ます。

YAML

  AmazonCloudWatchEventRule: 
    Type: AWS::Events::Rule 
    Properties: 
      EventPattern: 
        source: 
          - aws.codecommit 
        detail-type: 
          - 'CodeCommit Repository State Change' 
        resources: 
          - !Join [ '', [ 'arn:aws:codecommit:', !Ref 'AWS::Region', ':', !Ref 
 'AWS::AccountId', ':', !Ref RepositoryName ] ] 
        detail: 
          event: 
            - referenceCreated 
            - referenceUpdated 
          referenceType: 
            - branch 
          referenceName: 
            - main 
      Targets: 
        - 
          Arn:  
            !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 'AWS::Region', ':', !Ref 
 'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ] 
          RoleArn: !GetAtt AmazonCloudWatchEventRole.Arn 
          Id: codepipeline-AppPipeline

JSON

"AmazonCloudWatchEventRule": { 
  "Type": "AWS::Events::Rule", 
  "Properties": { 
    "EventPattern": { 
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      "source": [ 
        "aws.codecommit" 
      ], 
      "detail-type": [ 
        "CodeCommit Repository State Change" 
      ], 
      "resources": [ 
        { 
          "Fn::Join": [ 
            "", 
            [ 
              "arn:aws:codecommit:", 
              { 
                "Ref": "AWS::Region" 
              }, 
              ":", 
              { 
                "Ref": "AWS::AccountId" 
              }, 
              ":", 
              { 
                "Ref": "RepositoryName" 
              } 
            ] 
          ] 
        } 
      ], 
      "detail": { 
        "event": [ 
          "referenceCreated", 
          "referenceUpdated" 
        ], 
        "referenceType": [ 
          "branch" 
        ], 
        "referenceName": [ 
          "main" 
        ] 
      } 
    }, 
    "Targets": [ 
      { 
        "Arn": { 
          "Fn::Join": [ 
            "", 
            [ 
              "arn:aws:codepipeline:", 
              { 
                "Ref": "AWS::Region" 
              }, 
              ":", 
              { 
                "Ref": "AWS::AccountId" 
              }, 
              ":", 
              { 
                "Ref": "AppPipeline" 
              } 
            ] 
          ] 
        }, 
        "RoleArn": { 
          "Fn::GetAtt": [ 
            "AmazonCloudWatchEventRole", 
            "Arn" 
          ] 
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        }, 
        "Id": "codepipeline-AppPipeline" 
      } 
    ] 
  }
},

3. 更新したテンプレートをローカルコンピュータに保存し、AWS CloudFormation コンソールを開きま
す。

4. スタックを選択し、[既存スタックの変更セットの作成] を選択します。
5. テンプレートをアップロードし、AWS CloudFormation に示された変更を表示します。これらがス

タックに加えられる変更です。新しいリソースがリストに表示されています。
6. [実行] を選択します。

PollForSourceChangesパイプラインのパラメータを編集するには

Important

多くの場合、パイプラインの作成時に PollForSourceChanges パラメータはデフォルトで 
true になります。イベントベースの変更検出を追加する場合は、このパラメータを出力に追加
する必要があります。ポーリングを無効にするには、このパラメータを false に設定します。そ
うしないと、1 つのソース変更に対してパイプラインが 2 回起動されます。詳細については、「
PollForSourceChanges パラメータのデフォルト設定 (p. 479)」を参照してください

• テンプレートで、PollForSourceChanges を false に変更します。パイプライン定義に
PollForSourceChanges が含まれていなかった場合は、追加して false に設定します。

この変更を行う理由 このパラメータを false に変更すると、定期的チェックがオフになるため、イ
ベントベースの変更検出のみ使用することができます。

YAML

          Name: Source 
          Actions:  
            -  
              Name: SourceAction 
              ActionTypeId:  
                Category: Source 
                Owner: AWS 
                Version: 1 
                Provider: CodeCommit 
              OutputArtifacts:  
                - Name: SourceOutput 
              Configuration:  
                BranchName: !Ref BranchName 
                RepositoryName: !Ref RepositoryName 
                 PollForSourceChanges: false
              RunOrder: 1

JSON

{ 
  "Name": "Source",  
  "Actions": [ 
    { 
      "Name": "SourceAction", 
      "ActionTypeId": { 
        "Category": "Source", 
        "Owner": "AWS", 
        "Version": 1, 
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        "Provider": "CodeCommit" 
      }, 
      "OutputArtifacts": [ 
        { 
          "Name": "SourceOutput" 
        } 
      ], 
      "Configuration": { 
        "BranchName": { 
          "Ref": "BranchName" 
        }, 
        "RepositoryName": { 
          "Ref": "RepositoryName" 
        }, 
        "PollForSourceChanges": false
      }, 
      "RunOrder": 1 
    } 
  ]
}, 
       

GitHub 接続
接続を使用すると、サードパーティプロバイダを AWS リソースと紐付ける構造の承認と設立ができま
す。

Note

この機能は、アジアパシフィック (香港) および欧州 (ミラノ) リージョンでは利用できません。利
用可能なその他のアクションについては、「 を製品やサービスと統合するCodePipeline (p. 20)」
を参照してください。

のソースアクションを追加するには GitHub または GitHub のEnterprise Cloud リポジトリ CodePipelineで
は、次のいずれかを選択できます。

• を使用する CodePipeline コンソールパイプラインの作成Wizard またはアクションを編集ページから
選択してくださいGitHub (バージョン 2)プロバイダーオプション。アクションを追加するには  GitHub 
Enterprise Server への接続を作成する (コンソール) (p. 201) を参照してください。このコンソール
は、接続リソースの作成に役立ちます。

Note

を追加する方法を説明するチュートリアル GitHub 接続して使用する完全クローン作成パイプラ
インのオプションについては、チュートリアル: GitHub パイプラインソースでフルクローンを
使用する (p. 140)。

• CodeStarSourceConnection アクションのアクション設定を GitHub プロバイダに追加するには、
パイプラインを作成する (CLI) (p. 221) に記載されている CLI 手順に従います。

Note

[設定] からデベロッパーツール コンソールを使用して、接続を作成することもできます。[接続を
作成する] を参照してください。

開始する前に、以下を確認してください。

• でアカウントを作成しておく必要があります GitHub。
• を予め作成しておく必要があります GitHub code repository。
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• もしあなたの CodePipeline 2019 年 12 月 18 日より前に作成されました。使用するにはそのアクセス許
可の更新が必要になる場合がありますcodestar-connections:UseConnectionAWS 用 CodeStar 
接続。手順については、「CodePipeline サービスロールにアクセス許可を追加する (p. 459)」を参照
してください。

Note

コネクションを作成するには、 GitHub 組織の所有者。Organization に属さないリポジトリの場合
は、リポジトリ所有者である必要があります。

トピック
• 接続を作成する GitHub(コンソール) (p. 197)
• 接続を作成する GitHub (CLI) (p. 199)

接続を作成する GitHub(コンソール)
を使用するには、次のステップを実行します。 CodePipeline コンソールで接続アクションを追加します 
GitHubまたは GitHub Enterprise Cloud リポジトリ。

Note

これらのステップでは、以下の特定のリポジトリを選択できます。リポジトリへのアクセス。選
択されていないリポジトリは、次のユーザーによるアクセスも表示もできません CodePipeline。

ステップ 1: パイプラインを作成または修正するには

1. にサインインします。 CodePipeline コンソール。
2. 次のいずれかを選択します 。

• パイプラインの作成を選択します。[パイプラインを作成する] の手順に従い最初の画面を完了し、
[次] を選択します。上にソースページ、下ソースプロバイダー、選択してくださいGitHub (バージョ
ン 2)。

• 既存のパイプラインを編集することを選択します。[Edit]、[Edit Stage] の順に選択します。ソース
アクションを追加または編集するかを選択します。[アクションの編集] ページで、[Action name (ア
クション名)] に自分のアクション名を入力します。In (イン)アクションプロバイダー、選択してく
ださいGitHub (バージョン 2)。

3. 次のいずれかを実行します。

• []Connection、プロバイダへの接続をまだ作成していない場合は、に接続します。 GitHub。ステッ
プ 2 に進みます。接続を作成する GitHub。

• [接続] でプロバイダへの接続を既に作成している場合は、その接続を選択します。ステップ 3 に進
みます。接続のソースアクションを保存します。

ステップ 2: GitHub への接続を作成します。

接続の作成を選択した後、に接続します。 GitHubページが表示されます。
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への接続を作成する GitHub

1. []GitHub 接続設定、接続名は次の場所に表示されます接続名。選択してくださいに接続します。 
GitHub。アクセス要求のページが表示されます。

2. 選択してください承認するAWSコネクターのインストール GitHub。接続ページには、GitHub アプリ
ケーション。

3. []GitHub アプリケーション、アプリのインストールを選択するか、新しいアプリをインストールする1
つ作成するには。

Note

特定のプロバイダーへのすべての接続に対してアプリを 1 つインストールします。既にイン
ストールしている場合AWSコネクターのインストール GitHubアプリ、これを選択してこのス
テップをスキップしてください。

4. 上にのインストールAWSコネクターのインストール GitHubページで、アプリをインストールするア
カウントを選択します。

Note

アプリは、1回だけインストールします。 GitHub アカウント。アプリケーションをインス
トール済みである場合は、[Configure] (設定) を選択してアプリのインストールの変更ページ
に進むか、戻るボタンでコンソールに戻ることができます。
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5. 上にのインストールAWSコネクターのインストール GitHubページを選択し、デフォルトのままにし
て、を選択しますのインストール。

6. 上にに接続します。 GitHubページには、新規インストールの接続 ID がGitHub アプリケーショ
ン。[Connect] (接続) を選択します。

ステップ 3: を保存する GitHub ソースアクション

[アクションを編集] ページで次の手順を使用し、ソースアクションを接続情報とともに保存します。

を保存するには GitHub ソースアクション

1. In (イン)リポジトリには、リポジトリの名前を入力します。[ブランチ名] で、パイプラインでソースの
変更を検出するブランチを選択します。

Note

[Repository] で、例に示すように owner-name/repository-name を入力します。

my-account/my-repository

2. [Output artifact format (出力アーティファクトのフォーマット)] で、アーティファクトのフォーマット
を選択する必要があります。

• からの出力アーティファクトを保存するには GitHub デフォルトの方法を使用するアクション、選
択CodePipeline デフォルト。アクションは、次のファイルにアクセスします。 GitHub パイプライ
ンアーティファクトストアの ZIP ファイルにアーティファクトを保存します。

• リポジトリへの URL 参照を含む JSON ファイルを保存して、ダウンストリームのアクションで Git 
コマンドを直接実行できるようにするには、[Full clone (フルクローン)] を選択します。このオプ
ションは、次の場合にのみ使用できます。 CodeBuild ダウンストリームアクション。

このオプションを選択した場合は、の許可を更新する必要があります CodeBuild プロジェクトサー
ビスの役割 (を参照)Bitbucket GitHub、 CodeBuild GitClone GitHub またはエンタープライズサー
バーへの接続権限の追加 (p. 410)。[完全クローン] オプションを使用する方法を示すチュートリア
ルについては、チュートリアル: GitHub パイプラインソースでフルクローンを使用する (p. 140) を
参照してください。

3. ウィザード上で [次へ] または [保存] を [アクションを編集] ページで選択します。

接続を作成する GitHub (CLI)
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して接続を作成できます。

これを行うには、create-connection コマンドを使用します。

Important

AWS CLI または AWS CloudFormation を使用して作成された接続は、デフォルトで PENDING ス
テータスになります。CLI または AWS CloudFormation を使用して接続を作成した後、コンソー
ルを使用して接続を編集し、ステータスを AVAILABLE に変更します。

接続を作成する

1. ターミナル (Linux/macOS/Unix) またはコマンドプロンプト (Windows) を開きます。AWS CLI を使用
して、create-connection コマンドを実行し、接続に --provider-type と --connection-name
を指定します。この例では、サードパーティープロバイダー名は GitHub で、指定された接続名は
MyConnection です。
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aws codestar-connections create-connection --provider-type GitHub --connection-name 
 MyConnection

成功した場合、このコマンドは次のような接続 ARN 情報を返します。

{ 
    "ConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:us-west-2:account_id:connection/
aEXAMPLE-8aad-4d5d-8878-dfcab0bc441f"
}

2. コンソールを使用して接続を完了します。詳細については、「Update a pending connection」を参照
してください。

GitHub Enterprise Server 接続
接続を使用すると、サードパーティープロバイダを AWS リソースと紐付ける構造の承認と設立ができま
す。サードパーティのリポジトリをパイプラインのソースとして関連付けるには、接続を使用します。

Note

この機能は、アジアパシフィック (香港) および欧州 (ミラノ) リージョンでは利用できません。利
用可能なその他のアクションについては、「 を製品やサービスと統合するCodePipeline (p. 20)」
を参照してください。

GitHub Enterprise Server のソースアクションを追加するには CodePipeline、次のいずれかを選択できま
す。

• CodePipeline コンソールの [パイプラインの作成] ウィザードまたは [アクションの編集] ページを使用し
て、GitHub Enterprise Server プロバイダオプションを選択します。アクションを追加するには  GitHub 
Enterprise Server への接続を作成する (コンソール) (p. 201) を参照してください。このコンソール
は、ホストリソースと接続リソースの作成に役立ちます。

• CLI を使用して、次の通りに CreateSourceConnection アクションのアクション設定を
GitHubEnterpriseServer プロバイダに追加し、リソースを作成します。
• 接続リソースを作成するには、 GitHub Enterprise Server (CLI) への接続を作成します。 (p. 204) を

参照してCLI でホストリソースと接続リソースを作成します。
• CreateSourceConnection でのアクション設定の例を CodeStarSourceConnection Bitbucket、 

GitHub、 GitHub およびエンタープライズサーバーアクション用 (p. 536) で使用し、パイプラインを
作成する (CLI) (p. 221) で表示されるようにアクションを追加します。

Note

[設定] からデベロッパーツール コンソールを使用して、接続を作成することもできます。[接続を
作成する] を参照してください。

開始する前に、以下を確認してください。

• GitHub Enterprise Server でアカウントを作成し、 GitHub Enterprise Server インスタンスをインフラス
トラクチャにインストールしておく必要があります。

Note

各 VPC は、一度に 1 つのホスト (GitHub Enterprise Server インスタンス) にのみ関連付けるこ
とができます。

• GitHub Enterprise Server のコードリポジトリを予め作成しておく必要があります。
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トピック
• GitHub Enterprise Server への接続を作成する (コンソール) (p. 201)
• GitHub Enterprise Server (CLI) への接続を作成します。 (p. 204)

GitHub Enterprise Server への接続を作成する (コンソール)
次の手順を使用して、 CodePipeline GitHub Enterprise Server リポジトリに接続アクションを追加しま
す。

Note

GitHub Enterprise Server 接続は、 GitHub Enterprise Server 接続の作成に使用されたアカウント
が所有するリポジトリへのアクセスだけを提供します。

開始する前に:

GitHub Enterprise Server へのホスト接続は、接続のホストリソースを作成する手順を完了している必要が
あります。[接続のホストを管理する] を参照してください。

ステップ１：パイプラインを作成または修正するには

パイプラインを作成または修正するには

1. CodePipeline コンソールにサインインします。
2. 次のいずれかを選択します 。

• パイプラインの作成を選択します。[パイプラインを作成する] の手順に従い最初の画面を完了し、
[次] を選択します。「ソース」ページの「ソースプロバイダー」で、「GitHub エンタープライズ
サーバー」を選択します。

• 既存のパイプラインを編集することを選択します。[Edit]、[Edit Stage] の順に選択します。ソース
アクションを追加または編集するかを選択します。[アクションの編集] ページで、[Action name (ア
クション名)] に自分のアクション名を入力します。「アクションプロバイダー」で、「GitHub エン
タープライズサーバー」を選択します。

3. 以下のいずれかを実行します。

• [Connect] でプロバイダへの接続をまだ作成していない場合は、[ GitHub Enterprise server への接
続] を選択します。ステップ２： GitHub Enterprise Server への接続を作成する手順に進みます。

• [接続] でプロバイダへの接続を既に作成している場合は、その接続を選択します。ステップ 3： 接
続のソースアクションを保存するに進みます。

GitHubEnterprise Server への接続を作成する

Connect の作成を選択した後、 GitHub Enterprise Server への接続ページが表示されます。

Important

AWS CodeStar Connections は既知の問題のため、 GitHub Enterprise Server バージョン 2.22.0 
をサポートしていません。接続するには、バージョン 2.22.1 または入手可能な最新のバージョン
にアップグレードします。

GitHub Enterprise Server に接続するには

1. [Connection name] (接続名) に、接続の名前を入力します。
2. [URL] に、サーバーのエンドポイントを入力します。
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Note

提供された URL GitHub がすでにEnterprise Server への接続設定に使用されている場合は、
そのエンドポイント用に以前に作成されたホストリソース ARN を選択するように求められま
す。

3. Amazon VPC でサーバーを起動し、VPC に接続する場合は、[Use a VPC] (VPC を使用) をクリック
して、以下を完了します。

a. [VPC ID] で、 VPC ID を選択します。 GitHub Enterprise Server インスタンスがインストールさ
れているインフラストラクチャに VPC を選択するか、VPN または Direct Connect GitHub を介し
てEnterprise Server インスタンスにアクセスできる VPC を選択します。

b. [サブネット ID] で、[Add] を選択します。このフィールドで、ホストに使用するサブネット ID を
選択します。最大 10 個のサブネットを選択できます。

GitHub Enterprise Server インスタンスがインストールされているインフラストラクチャのサ
ブネット、または VPN または Direct Connect を介してインストールされた GitHub Enterprise 
Server インスタンスにアクセスできるサブネットを選択してください。

c. [Security group IDs] (セキュリティグループ ID) で、[Add] (追加) を選択します。このフィールド
で、ホストに使用するセキュリティグループを選択します。最大 10 個のセキュリティグループ
を選択できます。　

GitHub Enterprise Server インスタンスがインストールされているインフラストラクチャのセ
キュリティグループ、または VPN または Direct Connect を介してインストールされた GitHub 
Enterprise Server インスタンスにアクセスできるセキュリティグループを選択してください。

d. プライベート VPC を設定していて、非公開認証局を使用して TLS 検証を実行するように GitHub 
Enterprise Server インスタンスを設定している場合は、[TLS証明書] に証明書 ID を入力しま
す。TLS 証明書の値は、証明書のパブリックキーである必要があります。
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4. [ GitHub エンタープライズサーバーにConnect] を選択します。作成された接続は、Pending (保留中) 
のステータスで表示されます。指定したサーバ情報との接続用に、ホストリソースが作成されます。
ホスト名には、URL が使用されます。

5. 保留中の接続の更新を選択します。
6. メッセージが表示されたら、 GitHub Enterprise のログインページで、 GitHub Enterprise の認証情報

でサインインします。
7. [ GitHub アプリの作成] ページで、アプリの名前を選択します。
8. GitHub 認証ページで、「承認」を選択します<app-name>。
9. アプリのインストールページで、AWS CodeStar Connector アプリをインストールする準備ができた

ことを示すメッセージが表示されます。複数の組織がある場合は、アプリをインストールする組織を
選択するように求められる場合があります。

アプリをインストールするリポジトリ設定を選択します。[Install] (インストール) を選択します。
10. 接続ページには、作成された接続が Available (使用可能) ステータスで表示されます。　

ステップ 3: GitHub Enterprise Server のソースアクションを保存する

ウィザードで次の手順を使用するか、[アクションを編集] ページで、ソースアクションを接続情報ととも
に保存します。

接続でソースアクションを完了して保存するには

1. [リポジトリ名] で、サードパーティーのリポジトリの名前を選択します。[ブランチ名] で、パイプラ
インでソースの変更を検出するブランチを選択します。
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2. [Output artifact format (出力アーティファクトのフォーマット)] で、アーティファクトのフォーマット
を選択する必要があります。

• GitHub Enterprise Server アクションからの出力アーティファクトをデフォルトのメソッドで保存す
るには、CodePipelineデフォルトを選択します。アクションは、 GitHub Enterprise Server リポジ
トリからファイルにアクセスし、パイプラインアーティファクトストアの ZIP ファイルにアーティ
ファクトを保存します。

• リポジトリへの URL 参照を含む JSON ファイルを保存して、ダウンストリームのアクションで Git 
コマンドを直接実行できるようにするには、[Full clone (フルクローン)] を選択します。このオプ
ションは、 CodeBuild ダウンストリームアクションでのみ使用できます。

3. ウィザード上で [次へ] または [保存] を [アクションを編集] ページで選択します。

GitHub Enterprise Server (CLI) への接続を作成します。
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して接続を作成できます。

これを行うには、create-connection コマンドを使用します。

Important

AWS CLI または AWS CloudFormation を使用して作成された接続は、デフォルトで PENDING ス
テータスになります。CLI または AWS CloudFormation を使用して接続を作成した後、コンソー
ルを使用して接続を編集し、ステータスを AVAILABLE に変更します。

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、インストールされた接続用のホストを作成しま
す。

Note

Enterprise Server アカウントは、 GitHub Enterprise Server アカウントごとに 1 回だけ作成しま
う。特定の GitHub Enterprise Server アカウントへの接続はすべて、同じホストを使用します。

ホストを使用して、サードパーティーのプロバイダがインストールされているインフラストラクチャのエ
ンドポイントを表します。CLI でホストの作成を完了すると、ホストは [Pending] ステータスになります。
次に、ホストのステータスが [Available] に移行するよう設定もしくは登録します。ホストが使用可能に
なったら、接続を作成する手順を完了します。

これを行うには、create-host コマンドを使用します。

Important

AWS CLI で作成されたホストは、デフォルトで Pending のステータスになっています。CLI で
ホストを作成後、コンソールまたは CLI でホストを設定し、ステータスを Available にしま
す。

ホストを作成するには

1. ターミナル (Linux/macOS/Unix) またはコマンドプロンプト (Windows) を開きます。AWS CLI 
を使用して create-host コマンドを実行し、接続に --name、--provider-type、および
--provider-endpoint を指定します。この例では、サードパーティープロバイダー名は
GitHubEnterpriseServer で、エンドポイントは my-instance.dev です。

aws codestar-connections create-host --name MyHost --provider-type 
 GitHubEnterpriseServer --provider-endpoint "https://my-instance.dev"

成功した場合、このコマンドは次のようなホストの Amazonリソースネーム（ARN）情報を返しま
す。
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{ 
    "HostArn": "arn:aws:codestar-connections:us-west-2:account_id:host/My-
Host-28aef605"
}

この手順の後、ホストのステータスは PENDING になります。
2. コンソールでホストのセットアップを完了し、ホストのステータスを Available に移行します。

GitHub Enterprise Server への接続を作成するには

1. ターミナル (Linux/macOS/Unix) またはコマンドプロンプト (Windows) を開きます。AWS CLI を使用
して、create-connection コマンドを実行し、接続に --host-arn と --connection-name を指定し
ます。

aws codestar-connections create-connection --host-arn arn:aws:codestar-connections:us-
west-2:account_id:host/MyHost-234EXAMPLE --connection-name MyConnection

成功した場合、このコマンドは次のような接続 ARN 情報を返します。

{ 
    "ConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:us-west-2:account_id:connection/
aEXAMPLE-8aad"
}

2. コンソールを使用して、保留中の接続を設定します。

パイプラインを手動で開始する
デフォルトでは、パイプラインは作成時に自動で開始され、その後ソースリポジトリ内で変更があるたび
に自動的に開始されます。ただし、再度パイプラインを通して、最新のリビジョンを再実行する場合があ
ります。パイプラインを通して、最新のリビジョンを手動で再実行するには、CodePipeline コンソールま
たは AWS CLI と、start-pipeline-execution コマンドを使用します。

トピック
• パイプラインを手動で開始する (コンソール) (p. 205)
• パイプラインを手動で開始する (CLI) (p. 206)

パイプラインを手動で開始する (コンソール)
パイプラインを手動で開始し、最新のリビジョンをパイプラインにより実行するには

1. AWS Management Consoleにログインし、http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/
homeCodePipeline でコンソールを開きます。

2. [Name] で、開始するパイプラインの名前を選択します。
3. パイプラインの詳細ページで、[Release change] を選択します。これにより、ソースアクションで指

定した各ソース場所における最新のリビジョンがパイプラインにより開始されます。
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パイプラインを手動で開始する (CLI)
パイプラインを手動で開始し、アーティファクトの最新バージョンをパイプラインにより実行す
るには

1. ターミナル (Linux、macOS、または Unix) またはコマンドプロンプト (Windows) を開き、AWS CLI 
を使用して start-pipeline-execution コマンドを実行し、開始するパイプラインの名前を指定します。
たとえば、MyFirstPipeline という名前のパイプラインにより最後の変更を実行するには、以下の
ようにします。

aws codepipeline start-pipeline-execution --name MyFirstPipeline

2. 成功したかどうかを確認するには、返されたオブジェクトを表示します。このコマンドでは、以下の
ような 実行 ID が返ります。

{ 
    "pipelineExecutionId": "c53dbd42-This-Is-An-Example"
}

Note

パイプラインを開始したら、CodePipeline コンソールで、または get-pipeline-state コマ
ンドを実行して、進行状況をモニタリングできます。詳細については、パイプラインの詳
細と履歴を表示する (コンソール) (p. 229)およびパイプラインの詳細と履歴を表示する 
(CLI) (p. 236)を参照してください。

スケジュールに基づいたパイプラインの開始
AmazonCloudWatch Events でルールを設定して、スケジュールに基づいてパイプラインを開始すること
ができます。

パイプラインを開始するスケジュールルールを作成します (コン
ソール)CloudWatch
CloudWatchスケジュールをイベントソースとする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] (イベント) を選択します。
3. [ルールの作成] を選択してから、[Event Source] で [Schedule] を選択します。
4. 一定間隔または式を使用してスケジュールを設定します。詳細については、「ルールのスケジュール

式」を参照してください。
5. 「ターゲット」で、を選択しますCodePipeline。
6. このスケジュールのパイプラインを実行するには、パイプライン ARN を入力します。

Note

パイプライン ARN は、コンソールの [設定] に表示されます。パイプラインの ARN とサービ
スロール ARN (コンソール) を表示します。 (p. 236) を参照してください。

7. 次のいずれかを選択して、Amazon Events ルールに関連付けられたターゲットを呼び出すための 
AmazonCloudWatch Events アクセス権限を与える IAM サービスロールを作成または指定します (こ
の場合、ターゲットはCodePipeline)。CloudWatch
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• パイプラインの実行を開始するためのアクセス許可を AmazonCloudWatch Events に付与するサー
ビスロールを作成するには、[この特定のリソースに対して新しいロールを作成する] を選択しま
す。

• パイプラインの実行を開始するためのアクセス許可を AmazonCloudWatch Events に付与するサー
ビスロールを指定するには、[既存のロールの使用] を選択します。

8. [詳細の設定] を選択します。
9. [Configure rule details] ページでルールの名前と説明を入力してから、[State] を選択してルールを有効

化します。
10. 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。

パイプラインを開始するスケジュールルールを作成します 
(CLI)CloudWatch

AWS CLI を使用してルールを作成するには、以下を指定して put-rule コマンドを呼び出します。

• 作成中のルールを一意に識別する名前。この名前は、AWS アカウントに関連付けられた CodePipeline 
で作成するすべてのパイプラインで一意である必要があります。

• ルールのためのスケジュール式。

CloudWatchスケジュールをイベントソースとするEvents ルールを作成するには

1. put-rule コマンドを呼び出し、--name  と --schedule-expression パラメータを含めます。

例:

以下のサンプルコマンドでは、--schedule-expressionを使用して、CloudWatchスケジュールに基づい
てEventsMyRule2 をフィルタリングするというルールを作成します。

aws events put-rule --schedule-expression 'cron(15 10 ? * 6L 2002-2005)' --name MyRule2

2. CodePipelineルールを呼び出すための AmazonCloudWatch Events アクセス許可を追加します。詳細
については、AmazonCloudWatch Events 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。

a. 次のサンプルを使用して、AmazonCloudWatch Events がサービスロールを引き受けるように信
頼ポリシーを作成します。このスクリプトに trustpolicyforCWE.json という名前を付けま
す。

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

b. 次のコマンドを使用して、Role-for-MyRule ロールを作成し、信頼ポリシーをアタッチしま
す。
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aws iam create-role --role-name Role-for-MyRule --assume-role-policy-document 
 file://trustpolicyforCWE.json

c. 次のサンプルに示すように、MyFirstPipeline というパイプラインに対して、アクセス権限ポ
リシー JSON を作成します。アクセス権限ポリシーに permissionspolicyforCWE.json と名
前を付けます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codepipeline:StartPipelineExecution" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:codepipeline:us-west-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline" 
            ] 
        } 
    ]
}

d. 次のコマンドを実行して、作成した Role-for-MyRule ロールに新しい CodePipeline-
Permissions-Policy-for-CWE アクセス権限ポリシーをアタッチします。

aws iam put-role-policy --role-name Role-for-MyRule --policy-name CodePipeline-
Permissions-Policy-For-CWE --policy-document file://permissionspolicyforCWE.json

CodePipeline でパイプライン実行を停止します。
パイプライン実行がパイプラインを介して開始されると、パイプライン実行は一度に 1 つのステージに
入り、ステージ内のすべてのアクション実行の処理中はステージをロックします。これらの進行中のアク
ションは、パイプラインの実行が停止されたときに、アクションが完了または中止されるように処理する
必要があります。

パイプラインの実行を停止する方法は 2 つあります。

• [Stop and wait (停止して待機)]: AWS CodePipeline は、進行中のすべてのアクションが完了するまで実
行の停止を待機します (つまり、アクションは、Succeeded または Failed ステータスになります)。
このオプションは、進行中のアクションを保持します。進行中のアクションが完了するまで、実行は
Stopping 状態になります。その後、実行は Stopped 状態になります。アクションが完了すると、ス
テージがロック解除します。

[Stop and wait (停止して待機)] を選択し、実行がまだ Stopping 状態にある間に待機するのを止める場
合は、[中止] を選択できます。

• [Stop and abandon (停止して中止)]: AWS CodePipeline は進行中のアクションが完了するのを待たず
に実行を停止します。進行中のアクションが中止される間、実行は非常に短い時間 Stopping 状態に
なります。実行が停止すると、アクションの実行が Abandoned 状態である間、パイプライン実行は
Stopped 状態になります。ステージのロックが解除されます。

Stopped 状態のパイプライン実行の場合、実行が停止されたステージ内のアクションを再試行できま
す。

Warning

このオプションを使用すると、タスクが失敗する可能性またはタスクの順序が正しくなくなる
可能性があります。
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トピック
• パイプライン実行を停止する (コンソール) (p. 209)
• インバウンド実行を停止します (コンソール)。 (p. 211)
• パイプライン実行を停止する (CLI) (p. 212)
• インバウンド実行 (CLI) を停止します。 (p. 213)

パイプライン実行を停止する (コンソール)
コンソールを使用してパイプラインの実行を停止できます。実行を選択し、パイプラインの実行を停止す
る方法を選択します。

Note

インバウンド実行であるパイプラインの実行を停止することもできます。インバウンド実行を停
止する方法については、インバウンド実行を停止します (コンソール)。 (p. 211) を参照してく
ださい。

1. AWS Management Console にサインインして、http://console.aws.amazon.com/codesuite/
codepipeline/home にある CodePipeline コンソールを開きます。

2. 以下の いずれかを 実行します。

Note

実行を停止する前に、ステージの前でトランジションを無効にすることをお勧めします。こ
のようにすれば、実行が停止したためにステージがロック解除するときに、ステージは後続
のパイプライン実行を受け付けません。

• [名前] で、停止する実行を含むパイプラインの名前を選択します。パイプラインの詳細ページで、
[Stop execution (実行の停止)] を選択します。

• [View history (履歴の表示)] を選択します。履歴ページで、[Stop execution (実行を停止)] を選択しま
す。

3. [Stop execution (実行を停止)] ページの [Select execution (実行の選択)] で、停止する実行を選択しま
す。

Note

実行は、進行中の場合にのみ表示されます。すでに完了している実行は表示されません。
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4. [Select an action to apply to execution (実行に適用するアクションの選択)] で、次のいずれかを選択し
ます。

• 進行中のすべてのアクションが完了するまで実行が停止しないようにするには、[Stop and wait (停
止して待機)] を選択します。

Note

実行がすでに [停止] 状態になっている場合、[Stop and wait (停止して待機)] を選択するこ
とはできませんが、[Stop and abandon (停止して中止)] は選択できます。

• 進行中のアクションが完了するのを待たずに停止するには、[Stop and abandon (停止して中止)] を
選択します。

Warning

このオプションを使用すると、タスクが失敗する可能性またはタスクの順序が正しくなく
なる可能性があります。

5. （オプション）コメントを入力します。これらのコメントは、実行ステータスとともに、実行の履歴
ページに表示されます。

6. [停止] を選択します。

Important

このアクションは元に戻すことができません。
API バージョン 2015-07-09
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7. パイプラインの視覚化で実行ステータスを次のように表示します。

• [Stop and wait (停止して待機)] を選択した場合、実行中のアクションが完了するまで、選択した実
行が続行されます。
• 成功バナーメッセージがコンソールの上部に表示されます。
• 現在のステージでは、進行中のアクションが InProgress 状態で継続されます。アクションが進

行中の間、パイプラインの実行は Stopping 状態です。

アクションが完了 (つまり、アクションが失敗または成功) した後、パイプラインの実行は
Stopped 状態に変更され、アクションは Failed または Succeeded 状態に変わります。実行の
詳細ページでアクションの状態を表示することもできます。実行ステータスは、実行履歴ページ
または実行詳細ページで表示できます。

• パイプラインの実行が一時的に Stopping 状態に変わった後、Stopped 状態に変わります。実
行ステータスは、実行履歴ページまたは実行詳細ページで表示できます。

• [Stop and abandon (停止して中止)] を選択した場合、実行は進行中のアクションが完了するまで待
機しません。
• 成功バナーメッセージがコンソールの上部に表示されます。
• 現在のステージでは、進行中のアクションが Abandoned のステータスに変わります 。また、実

行の詳細ページでアクションのステータスを表示することもできます。
• パイプラインの実行が一時的に Stopping 状態に変わった後、Stopped 状態に変わります。実

行ステータスは、実行履歴ページまたは実行詳細ページで表示できます。

パイプライン実行ステータスは、実行履歴ビューと詳細履歴ビューで表示できます。

インバウンド実行を停止します (コンソール)。
コンソールを使用してインバウンドの実行を停止できます。インバウンド実行は、トランジションが
無効になっているステージの入力を待っているパイプラインの実行です。トランジションが有効な場
合、InProgress であるインバウンド実行は引き続きステージを入力し続けます。Stopped であるイン
バウンド実行はステージを入力しません。

Note

インバウンド実行が停止した後は、再試行できません。

インバウンド実行が表示されない場合、無効なステージ移行段階での保留中の実行はありません。

1. AWS Management Console にサインインして、http://console.aws.amazon.com/codesuite/
codepipeline/home にある CodePipeline コンソールを開きます。

AWS アカウントに関連付けられているすべてのパイプラインの名前が表示されます。
2. インバウンド実行を停止したいパイプラインの名前を選択し、以下のいずれかの操作を行います。

• [パイプライン] ビューで、インバウンド実行 ID を選択し、実行を停止することを選択します。
• パイプラインを選択し、View history を選択します。実行履歴で、インバウンド実行 ID を選択し、

実行を停止することを選択します。
3. Stop execution モーダルで、上記のセクションの手順に従って実行 ID を選択し、停止方法を指定しま

す。

get-pipeline-state のコマンドを実行して、インバウンド実行のステータスを表示します。「受信実行
のステータス(CLI)を表示します。 (p. 240)」を参照してください。

API バージョン 2015-07-09
211

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


AWS CodePipeline ユーザーガイド
パイプライン実行を停止する (CLI)

パイプライン実行を停止する (CLI)
AWS CLI を使用してパイプラインを手動で停止するには、以下のパラメータを指定して stop-pipeline-
execution コマンドを使用します。

• 実行 ID (必須)
• コメント (オプション)
• パイプライン名 (必須)
• 中止フラグ（オプション、デフォルトは false）

コマンド形式:

aws codepipeline stop-pipeline-execution --pipeline-name Pipeline_Name –-pipeline-
execution-id Execution_ID [--abandon | --no-abandon] [--reason STOP_EXECUTION_REASON]

1. ターミナル (Linux/macOS/Unix) またはコマンドプロンプト (Windows) を開きます。
2. パイプライン実行を停止するには、次のいずれかを選択します。

• 進行中のすべてのアクションが完了するまで実行が停止しないようにするには、[Stop and wait (停
止して待機)] を選択します。これを行うには、no-abandon パラメータを含めます。パラメータを指
定しない場合、コマンドのデフォルトは [Stop and wait (停止して待機)] になります。AWS CLI を使
用して stop-pipeline-execution コマンドを実行し、パイプラインの名前と実行 ID を指定します。た
とえば、指定された（停止）と「待機）を用いて、MyFirstPipeline と名付けられたパイプライ
ンを停止するには:

aws codepipeline stop-pipeline-execution --pipeline-name MyFirstPipeline --pipeline-
execution-id d-EXAMPLE --no-abandon

たとえば、MyFirstPipeline という名前のパイプラインを停止し、（停止）と（待機）オプショ
ンをデフォルトにし、コメントを含めるようにするには

aws codepipeline stop-pipeline-execution --pipeline-name MyFirstPipeline --pipeline-
execution-id d-EXAMPLE --reason "Stopping execution after the build action is done"

Note

実行がすでに [停止] 状態になっている場合、[Stop and wait (停止して待機)] を選択するこ
とはできません。実行がすでに [停止] 状態になっている場合、[Stop and abandon (停止し
て中止)] を選択することはできません。

• 進行中のアクションが完了するのを待たずに停止するには、[Stop and abandon (停止して中止)] を
選択します。abandon パラメータを指定します。AWS CLI を使用して stop-pipeline-execution コマ
ンドを実行し、パイプラインの名前と実行 ID を指定します。

たとえば、MyFirstPipeline という名前のパイプラインを停止し、(中止)オプションを指定し、
コメントを含めるようにするには

aws codepipeline stop-pipeline-execution --pipeline-name MyFirstPipeline --pipeline-
execution-id d-EXAMPLE --abandon --reason "Stopping execution for a bug fix"
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インバウンド実行 (CLI) を停止します。
CLI を使用して、インバウンドの実行を停止できます。インバウンド実行は、トランジションが無
効になっているステージの入力を待っているパイプライン実行です。トランジションが有効な場
合、InProgress であるインバウンド実行は引き続きステージを入力し続けます。Stopped であるイン
バウンド実行はステージを入力しません。

Note

インバウンド実行が停止した後は、再試行できません。

インバウンド実行が表示されない場合、無効なステージ遷移段階で保留中の実行はありません。

AWS CLI を使用してインバウンドの実行を手動で停止するには、以下のパラメータを指定して stop-
pipeline-execution コマンドを使用します。

• インバウンドの実行 ID (必須)
• コメント (オプション)
• パイプライン名 (必須)
• 中止フラグ（オプション、デフォルトは false）

コマンド形式:

aws codepipeline stop-pipeline-execution --pipeline-name Pipeline_Name –-
pipeline-execution-id Inbound_Execution_ID [--abandon | --no-abandon] [--
reason STOP_EXECUTION_REASON]

上記の手順に従って、コマンドを入力し、停止方法を指定します。

get-pipeline-state コマンドを使用して、インバウンド実行のステータスを表示します。「」を参照してく
ださい受信実行のステータス(CLI)を表示します。 (p. 240)

でパイプラインを作成 CodePipeline
AWS CodePipeline コンソールまたは AWS CLI を使用してパイプラインを作成できます。パイプラインに
は少なくとも 2 つのステージが必要です。パイプラインの第 1 ステージは、ソースステージである必要が
あります。パイプラインには、ビルドまたはデプロイステージである他のステージが少なくとも 1 つ必要
です。

アクションを、パイプラインとは異なる AWS のリージョン内にあるパイプラインに追加できます。クロ
スリージョンアクションは、AWS のサービスがアクションのプロバイダーであり、アクションタイプまた
はプロバイダータイプがパイプラインとは異なるAWSのリージョンにあるアクションです。詳細について
は、「CodePipeline でクロスリージョンアクションを追加する (p. 365)」を参照してください。

Amazon ECS をデプロイプロバイダとして使用して、コンテナベースのアプリケーションを構築およびデ
プロイするパイプラインを作成することもできます。Amazon ECS でコンテナベースのアプリケーション
をデプロイするパイプラインを作成する前に、イメージ定義ファイルのリファレンス (p. 567) の説明に
従ってイメージ定義ファイルを作成する必要があります。

CodePipeline ソースコードの変更がプッシュされたときにパイプラインを開始するように、変更検出方法
を使用してします。この検出方法はソースタイプに基づいています。

• CodePipeline Amazon CloudWatch Events を使用して、 CodeCommit ソースリポジトリやブランチ、ま
たは S3 ソースバケットの変更を検出します。
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Note

コンソールを使用してパイプラインを作成または編集すると、変更検出リソースが作成され
ます。AWS のCLI を使用してパイプラインを作成する際は、追加のリソースを各自で作成す
る必要があります。詳細については、「 CodeCommitCloudWatchソースアクションとイベン
ト (p. 186)」を参照してください。

トピック
• パイプラインを作成する (コンソール) (p. 214)
• パイプラインを作成する (CLI) (p. 221)

パイプラインを作成する (コンソール)
コンソールでパイプラインを作成するには、ソースファイルの場所と、アクションに使用するプロバイダ
に関する情報を提供する必要があります。

コンソールを使用してパイプラインを作成する場合、ソースステージに加えて、以下のいずれかまたは両
方が必要です。

• ビルドステージ
• デプロイステージ

パイプラインウィザードを使用する場合、ステージの名前 (ソース、ビルド、ステージング) CodePipeline 
を作成します。これらの名前は変更できません。後で追加するステージには、より具体的な名前 (たとえ
ば、 BuildToGamma または DeployToProd) を使用できます。

ステップ 1: パイプラインの作成と名前付け

1. AWS Management Consoleにログインし、http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/
home CodePipeline  でコンソールを開きます。

2. [Welcome (ようこそ)] ページで、[Create pipeline (パイプラインの作成)] を選択します。

初めて使用する場合は CodePipeline、Get Started を選択します。
3. [Step 1: Choose pipeline settings (ステップ 1: パイプラインの設定の選択)] ページで、[パイプライン

名] にパイプラインの名前を入力します。

単一の AWS のアカウントで、AWS のリージョン内に作成するパイプラインごとに一意の名前が必要
です。名前は、異なるリージョンのパイプラインに再利用できます。

Note

パイプラインを作成したら、その名前を変更することはできません。その他の制限について
の詳細については、「のクォータAWSCodePipeline (p. 586)」を参照してください。

4. [Service role (サービスロール)] で、次のいずれかの操作を行います。

• 新しいサービスロールを選択して、IAM CodePipeline での新しいサービスロールの作成を許可しま
す。

• IAM で作成済みのサービスロールを使用するには、[Existing service role (既存のサービスロール)] 
を選択します。[ロール ARN] で、リストからサービスロール ARN を選択します。
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Note

サービスロールを作成したタイミングによっては、追加のサポートを行うためにその権限の
更新が必要になる場合がありますAWS のサービス。詳細については、「CodePipeline サー
ビスロールにアクセス許可を追加する (p. 459)」を参照してください。

サービスロールとそのポリシーステートメントの詳細については、「CodePipeline サービスロールを
管理する (p. 458)」を参照してください。

5. (オプション) [詳細設定] を展開します。
6. [アーティファクトストア] で、以下のいずれかの操作を行います。

a. パイプライン用に選択したパイプラインに、デフォルトとして指定された S3 アーティファクト
バケットなどのデフォルトのアーティファクトストアを使用するには、デフォルトの場所を選択
します。AWS リージョン

b. S3 アーティファクトバケットなどのアーティファクトストアがパイプラインと同じリージョンに
既に存在する場合は、[Custom location (カスタムの場所)] を選択します。[バケット] で、バケッ
ト名を選択します。

Note

これはソースコードのソースバケットではありません。パイプラインのアーティファクトス
トアです。パイプラインごとに S3 バケットなどの個別のアーティファクトストアが必要で
す。パイプラインを作成または編集する場合は、パイプラインリージョンにアーティファ
クトバケットが必要であり、アクションを実行する AWS リージョンごとに 1 つのアーティ
ファクトバケットが必要です。
詳細については、「入力および出力アーティファクト (p. 14)」および「CodePipeline パイプ
ライン構造リファレンス (p. 469)」を参照してください。

7. [暗号化キー] で、次のいずれかの操作を行います。

a. CodePipeline デフォルトを使用してパイプラインアーティファクトストア (S3 バケット)AWS 
KMS key のデータを暗号化するには、「AWSデフォルトマネージドキー」を選択します。

b. カスタマー管理キーを使用してパイプラインアーティファクトストア (S3 バケット) のデータを
暗号化するには、Customer Managed Key を選択します。 キー ID、キー ARN、またはエイリア
スの ARN を選択します。

8. [Next] (次へ) を選択します。

ステップ 2: ソースステージを作成する

• [Step 2: Add source stage (ステップ 2: ソースステージの追加)] ページの [ソースプロバイダ] で、ソー
スコードが保存されているリポジトリのタイプを選択し、必要なオプションを指定してから [次のス
テップ] を選択します。

• 対象GitHub:
1. 接続 で、既存の接続を選択するか、新規の接続を作成します。 GitHub ソースアクション用の接

続を作成または管理するには、を参照してくださいGitHub 接続 (p. 196)。
2. GitHub パイプラインのソース場所として使用するリポジトリを選択します。[Branch ] で、ド

ロップダウンリストから使用するブランチを選択します。
3. Output artifact format で、アーティファクトのフォーマットを選択します。

• GitHub デフォルトのメソッドを使用してアクションからの出力アーティファクトを保存するに
は、CodePipelinedefault を選択します。アクションは、 GitHub リポジトリからファイルにア
クセスし、パイプラインアーティファクトストアの ZIP ファイルにアーティファクトを保存し
ます。
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• リポジトリへの URL 参照を含む JSON ファイルを保存して、ダウンストリームのアクション
で Git コマンドを直接実行できるようにするには、[Full clone (フルクローン)] を選択します。
このオプションは、 CodeBuild ダウンストリームアクションでのみ使用できます。

このオプションを選択する場合は、で示されるように CodeBuild プロジェクトサービスロール
の許可を更新する必要がありますトラブルシューティング CodePipeline (p. 406)。Full clone
オプションを使用する方法を示すチュートリアルについては、チュートリアル: GitHub パイプ
ラインソースでフルクローンを使用する (p. 140) を参照してください。

• Amazon S3 については：
1. [Amazon S3 の場所] で、S3 バケットの名前と、バージョニングが有効になっているバケット内

のオブジェクトへのパスを指定します。バケット名とパスの形式は以下のようになります。

 s3://bucketName/folderName/objectName

Note

Amazon S3 がパイプラインのソースプロバイダーである場合、ソースファイルあるい
はファイルを 1 つの [.zip] に圧縮し、その [.zip] をソースバケットにアップロードする
ことができます。解凍されたファイルを 1 つアップロードすることもできます。ただ
し、.zip ファイルを想定するダウンストリームアクションは失敗します。

2. S3 ソースバケットを選択した後、このパイプラインのために作成される Amazon CloudWatch 
Events ルールと CodePipeline AWS CloudTrail証跡を作成します。[Change detection options 
(変更検出オプション)] で、デフォルト値を受け入れます。これにより、Amazon CloudWatch 
Events と CodePipeline AWS CloudTrailを使用して、新しいパイプラインの変更を検出できま
す。[Next] (次へ) を選択します。

• AWS CodeCommit では
• Repository name で、 CodeCommit パイプラインのソース場所として使用するリポジトリの名前

を選択します。[Branch name] で、ドロップダウンリストから使用するブランチを選択します。
• Output artifact format で、アーティファクトのフォーマットを選択します。

• CodeCommit デフォルトのメソッドを使用してアクションからの出力アーティファクトを保存
するには、CodePipelinedefault を選択します。アクションは、 CodeCommit リポジトリから
ファイルにアクセスし、パイプラインアーティファクトストアの ZIP ファイルにアーティファ
クトを保存します。

• リポジトリへの URL 参照を含む JSON ファイルを保存して、ダウンストリームのアクション
で Git コマンドを直接実行できるようにするには、[Full clone (フルクローン)] を選択します。
このオプションは、 CodeBuild ダウンストリームアクションでのみ使用できます。

このオプションを選択した場合は、codecommit:GitPull CodeBuild に示すようにサービス
ロールに権限を追加する必要があります CodeBuild GitClone CodeCommitソースアクションの
権限を追加 (p. 411)。また、に示すように、codecommit:GetRepository CodePipeline 
サービスロールに権限を追加する必要がありますCodePipeline サービスロールにアクセス許可
を追加する (p. 459)。[完全クローン] オプションを使用する方法を示すチュートリアルについ
ては、チュートリアル: GitHub パイプラインソースでフルクローンを使用する (p. 140) を参照
してください。

• CodeCommit リポジトリ名とブランチを選択した後、Change default にメッセージが表示さ
れて、このパイプライン用に作成される Amazon CloudWatch Events ルールが示されます。
[Change detection options (変更検出オプション)] で、デフォルト値を受け入れます。これによ
り、Amazon CloudWatch Events CodePipeline を使用して、新しいパイプラインの変更を検出で
きます。

• Amazon ECR については：
• Repository name で、Amazon ECR リポジトリの名前を選択します。
• [Image tag] で、イメージの名前とバージョンを指定します (最新でない場合)。
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• 「出力アーティファクト」で、次のステージで使用したいイメージ名とリポジトリ URI 情報を含
む出力アーティファクトのデフォルト（など MyApp）を選択します。

Amazon ECR ソースステージを含む、 CodeDeployブルー－グリーンデプロイを使用して 
Amazon ECS のパイプラインを作成するためのチュートリアルについては、を参照してくださ
いチュートリアル:Amazon ECR ソース、ECS-DeployCodeDeploy 間のデプロイでパイプライン
を作成する (p. 103)。

パイプラインに Amazon ECR のソースステージを含めると、変更をコミットしたときにソースア
クションによって、出力アーティファクトとして imageDetail.json のファイルが生成されま
す。imageDetail.json ファイルの詳細については、「Amazon ECS Blue/Green デプロイアク
ション用の imageDetail.json ファイル (p. 569)」を参照してください。

Note

オブジェクトとファイルのタイプは、使用するデプロイシステム (Elastic Beanstalk やな
ど CodeDeploy) と互換性があることが必要です。サポートされているファイルのタイプ
は .zip、.tar、.tgz ファイルなどです。Elastic Beanstalk でサポートされているコンテナの
タイプの詳細については、Customizing and Configuring Elastic Beanstalk Environments と
Supported Platforms を参照してください。によるデプロイのリビジョンの詳細については 
CodeDeploy、Uploading Your Application Revision と Prepare a Revision を参照してくださ
い。

ステップ 3: ビルドステージを作成する

デプロイステージを作成する予定の場合、このステップはオプションです。

• [Step 3: Add build stage (ステップ 3: ビルドステージの追加)] ページで、以下のいずれかの操作を行
い、[次へ] を選択します。

• デプロイステージを作成する予定の場合は、[Skip build stage (ビルドステージのスキップ)] を選択
します。

• [ビルドプロバイダー] から、ビルドサービスのカスタムアクションプロバイダーを選択し、そのプ
ロバイダーの設定詳細を入力します。Jenkins をビルドプロバイダとして追加する方法の例につい
ては、「チュートリアル: 4 ステージのパイプラインを作成する (p. 61)」を参照してください。

• [ビルドプロバイダ] から、[AWS CodeBuild] を選択します。

Region で、リソースが存在する AWS のリージョンを選択します。Region フィールドは、この
アクションタイプとプロバイダータイプに対して作成済みの AWS のリソースの場所を示しま
す。このフィールドには、アクションプロバイダがである場合にのみ表示されますAWS のサービ
ス。Region フィールドは、デフォルトでパイプラインと同じ AWS のリージョンになります。

[プロジェクト名] で、ビルドプロジェクトを選択します。でビルドプロジェクトがすでにある場合
は CodeBuild、それを選択します。または、でビルドプロジェクトを作成し CodeBuild 、その後で
このタスクに戻ります。CodeBuildユーザーガイドの「 CodeBuildを使用するパイプラインの作成」
の指示に従います。

Environment variables で、 CodeBuildビルドアクションに環境変数を追加するには、Add 
environment variable を選択します。各変数は、次の 3 つのエントリで構成されます。
• [名前] には、環境変数の名前またはキーを入力します。
• [値] には、環境変数の値を入力します。変数タイプで Parameter を選択した場合は、この値

が、AWS のSystems Manager パラメータストアに既に保存されているパラメータの名前である
ことを確認してください。
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Note

機密情報、特にAWS認証情報を保存する場合には、環境変数を使用しないことを強くお
勧めします。 CodeBuild コンソールやAWS CLI を使用する場合、環境変数がプレーンテ
キストで表示されます。機密の値の場合は、代わりに [パラメータ] 型を使用することを
お勧めします。

• (オプション) [型] に、環境変数の型を入力します。有効な値は、[プレーンテキスト] または [パラ
メータ] です。デフォルトは [プレーンテキスト] です。

(オプション) Build type で、次のいずれかを選択します。
• 各ビルドを 1 回のビルドアクション実行で実行するには、Single build を選択します。
• 同じビルドアクションの実行で複数のビルドを実行するには、Batch build を選択します。

(オプション) バッチビルドを選択した場合、Combine all artifacts from batch into a single location を
選択して、すべてのビルドアーティファクトを 1 つの出力アーティファクトに配置します。

ステップ 4: デプロイステージを作成する

ビルドステージをすでに作成している場合、このステップはオプションです。

• [Step 4: Add deploy stage (ステップ 4: デプロイステージの追加)] ページで、以下のいずれかの操作を
行い、[次へ] を選択します。

• 前のステップでビルドステージを作成した場合は、[Skip deploy stage (デプロイステージのスキッ
プ)] を選択します。

Note

すでにビルドステージをスキップしている場合、このオプションは表示されません。
• [デプロイプロバイダ] で、デプロイプロバイダ用に作成したカスタムアクションを選択します。

Region で、クロスリージョンアクション専用に、リソースの作成先となる AWS のリージョンを選
択します。Region フィールドは、このアクションタイプとプロバイダータイプに対して作成済みの 
AWS のリソースの場所を示します。このフィールドには、アクションプロバイダがである場合にの
み表示されますAWS のサービス。Region フィールドは、デフォルトでパイプラインと同じ AWS 
のリージョンになります。

• [デプロイプロバイダ] で、デフォルトプロバイダ用の以下のフィールドを使用できます。
• CodeDeploy

Application name で、 CodeDeploy 既存のアプリケーションの名前を入力または選択します。[デ
プロイグループ] に、アプリケーションのデプロイグループの名前を入力します。[Next] (次へ) を
選択します。アプリケーション、デプロイグループ、または両方を CodeDeploy コンソールで作
成することもできます。

• AWS Elastic Beanstalk

Application name で、既存の Elastic Beanstalk アプリケーションの名前を入力または選択しま
す。[環境名] に、アプリケーションの環境を入力します。[Next] (次へ) を選択します。アプリ
ケーション、環境、または両方を Elastic Beanstalk コンソールで作成することもできます。

• AWS OpsWorks Stacks

[スタック] で、使用するスタックの名前を入力または選択します。[レイヤー] で、ターゲットイ
ンスタンスがあるレイヤーを選択します。[デプロイ] で、更新およびデプロイするアプリケー
ションを選択します。アプリケーションを作成する必要がある場合は、[Create a new one in 
AWS OpsWorks] を選択します。
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AWS OpsWorks でスタックとレイヤーにアプリケーションを追加する情報ついては、AWS 
OpsWorksユーザーガイド の Adding Apps を参照してください。

end-to-end CodePipeline AWS OpsWorksレイヤー上で実行するコードのソースとして単純なパイ
プラインを使用する方法の例については、「 CodePipeline との併用」を参照してくださいAWS 
OpsWorks Stacks。

• AWS CloudFormation

以下のいずれかを実行します。
• [アクションモード] で、[スタックの作成または更新] を選択し、スタック名とテンプレート

ファイル名を入力します。次に、AWS CloudFormation で引き受けるロールの名前を選択しま
す。必要に応じて、設定ファイルの名前を入力し、IAM 機能オプションを選択します。

• [アクションモード] で [変更セットの作成または置換] を選択し、スタック名を入力して、セッ
ト名を変更します。次に、AWS CloudFormation で引き受けるロールの名前を選択します。必
要に応じて、設定ファイルの名前を入力し、IAM 機能オプションを選択します。

AWS CloudFormationのパイプラインに機能を統合する方法については CodePipeline、AWS 
CloudFormationユーザーガイドの「継続的デリバリー」を参照してください。 CodePipeline

• Amazon ECS

Cluster name で、既存の Amazon ECS クラスターの名前を入力または選択します。[サービス名] 
で、クラスターで実行されているサービスの名前を入力または選択します。クラスターとサービ
スを作成することもできます。[イメージのファイル名] で、サービスのコンテナとイメージを説
明するイメージ定義ファイルの名前を入力します。

Note

Amazon ECS デプロイアクションでは、デプロイアクションへの入力として
imagedefinitions.json のファイルが必要です。ファイルのデフォルトのファイル
名は、imagedefinitions.json です。別のファイル名を使用することを選択した場合は、
パイプラインデプロイステージを作成するときにそれを指定する必要があります。詳細
については、「Amazon ECS 標準デプロイアクション用の imagedefinitions.json ファイ
ル (p. 567)」を参照してください。

[Next] (次へ) を選択します。

Note

Amazon ECS クラスターが 2 つ以上のインスタンスで設定されていることを確認してく
ださい。Amazon ECS クラスターには、少なくとも 2 つのインスタンスが必要です。1 
つはプライマリインスタンスとして維持し、もう 1 つは新しいデプロイに対応するため
に使用します。

パイプラインを使用したコンテナベースのアプリケーションのデプロイに関するチュートリアル
については、「チュートリアル: CodePipeline を使用した継続的デプロイメント」を参照してく
ださい。

• Amazon ECS (Blue/Green)

CodeDeploy アプリケーションとデプロイグループ、Amazon ECS タスク定義、 AppSpec ファ
イル情報を入力して、Next を選択します。

Note

Amazon ECS (Blue/Green) アクションには、デプロイアクションの入力アーティファ
クトとして imageDetail.json ファイルが必要です。Amazon ECR ソースアクション
がこのファイルを作成するので、Amazon ECR ソースアクションを持つパイプライ
ンは、imageDetail.json のファイルを提供する必要はありません。詳細についAPI バージョン 2015-07-09
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ては、「Amazon ECS Blue/Green デプロイアクション用の imageDetail.json ファイ
ル (p. 569)」を参照してください。

を使用して Amazon ECS クラスターへの blue-green デプロイ用のパイプラインを作成するため
のチュートリアルについては CodeDeploy、を参照してくださいチュートリアル:Amazon ECR 
ソース、ECS-DeployCodeDeploy 間のデプロイでパイプラインを作成する (p. 103)。

• AWS Service Catalog

コンソールのフィールドを使用して設定を指定する場合は [Enter deployment configuration (デプ
ロイ設定の入力)] を選択します。あるいは、個別の設定ファイルがある場合は [設定ファイル] を
選択します。製品と設定の情報を入力し、[次へ] を選択します。

パイプラインを使用して Service Catalog に製品変更をデプロイする場合のチュートリアルについ
ては、を参照してくださいチュートリアル:Service Catalog にデプロイするパイプラインを作成し
ます。 (p. 80)。

• Alexa Skills Kit

[Alexa Skill ID (Alexa スキル ID)] に Alexa スキルのスキル ID を入力します。[クライアント ID] と 
[クライアントシークレット] に、Login with Amazon (LWA) セキュリティプロファイルを使用し
て生成された認証情報を入力します。[Refresh token (更新トークン)] に、ASK CLI コマンドを使
用して生成した更新トークンを入力します。[Next] (次へ) を選択します。

パイプラインにより Alexa スキルをデプロイする方法、LWA 認証情報を生成する方法のチュート
リアルについては、「チュートリアル: Amazon Alexa Skills Skills をデプロイするパイプラインを
作成する (p. 115)」を参照してください。

• Simple Storage Service (Amazon S3)

[バケット] に、使用する S3 バケットの名前を入力します。デプロイステージへの入力アーティ
ファクトが ZIP ファイルの場合は、[Extract file before deploy (デプロイ前にファイルを展開)] を
選択します。[Extract file before deploy (デプロイ前にファイルを展開)] を選択した場合は、オプ
ションで [Deployment path (デプロイパス)] に ZIP ファイルの解凍先を入力できます。選択しな
かった場合は、[S3 object key (S3 オブジェクトキー)] に値を入力する必要があります。

Note

ほとんどのソースステージおよびビルドステージの出力アーティファクトは圧縮されま
す。Amazon S3 zip を除くすべてのパイプラインソースプロバイダーは、ソースファイ
ルを Zip してから、次のアクションに入力アーティファクトとして提供します。

(オプション) Canned ACL で、canned ACL を入力し、Amazon S3 にデプロイされたオブジェク
トに適用します。

Note

既定 ACL を適用すると、オブジェクトに適用された既存の ACL が上書きされます。

(オプション) [キャッシュコントロール] で、バケットからオブジェクトをダウンロードするリク
エストのキャッシュコントロールパラメータを指定します。有効な値のリストについては、HTTP 
オペレーションの Cache-Control ヘッダーフィールドを参照してください。[Cache control 
(キャッシュコントロール)] に複数の値を入力するには、各値の間にカンマを使用します。この例
に示すように、各カンマの後にスペースを追加できます (オプション)。

上記のエントリ例は、CLI に次のように表示されます。
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"CacheControl": "public, max-age=0, no-transform"

[Next] (次へ) を選択します。

Amazon S3 デプロイアクションプロバイダとして を使用するパイプラインを作成する方法の
チュートリアルについては、チュートリアル: デプロイプロバイダーとして Amazon S3 を使用す
るパイプラインを作成する (p. 120) を参照してください。

ステップ 5: パイプラインの確認

• [ステップ 5: 確認] ページで、パイプラインの設定を確認したら、[パイプラインの作成] を選択して
パイプラインを作成するか、[戻る] を選択してオプションを編集します。パイプラインを作成せずに
ウィザードを終了するには、[Cancel] を選択します。

パイプラインが作成され、コンソールで表示できるようになりました。パイプラインは、作成後に実行
されます。詳細については、「CodePipeline でパイプラインの詳細と履歴を表示します。 (p. 229)」
を参照してください。パイプラインを変更する方法の詳細については、「でパイプラインを編集する 
CodePipeline (p. 224)」を参照してください。

パイプラインを作成する (CLI)
AWS CLI を使用してパイプラインを作成するには、JSON ファイルを作成してパイプライン構造を定義
し、--cli-input-json パラメータを指定して create-pipeline コマンドを実行します。

Important

AWS CLI を使用して、パートナーアクションを含むパイプラインを作成することはできません。 
CodePipeline 代わりにコンソールを使用する必要があります。

パイプライン構造の詳細については、 CodePipeline API リファレンスの「CodePipeline パイプライン構造
リファレンス (p. 469)と create-pipeline」を参照してください。

JSON ファイルを作成するには、同じパイプラインの JSON ファイルを使用して編集し、create-pipeline
コマンドを実行するときにこのファイルを呼び出します。

前提条件:

で作成したサービスロールの ARN が必要ですCodePipeline の開始方法 (p. 16)。 CodePipeline create-
pipelineコマンドの実行時、パイプライン JSON CodePipeline ファイル中のサービスロールの ARN を使
用します。サービスロールの作成の詳細については、「の作成 CodePipeline サービスロール (p. 309)」
を参照してください。コンソールとは異なり、create-pipelineAWS CLIでコマンドを実行する場合、 
CodePipeline サービスロールを作成するオプションはありません。サービスロールがすでに存在している
必要があります。

パイプラインのアーティファクトの保存先である S3 バケットの名前が必要です。このバケットはパイプ
ラインと同じリージョンに存在する必要があります。バケット名は、create-pipeline コマンドの実行時に
パイプライン JSON ファイルで使用します。コンソールとは異なり、AWS CLI で create-pipeline コマン
ドを実行しても、アーティファクトを保存する S3 バケットは作成されません。バケットが存在している
必要があります。

Note

get-pipeline コマンドを使用して、パイプラインの JSON 構造のコピーを取得し、プレーンテキス
トエディタで構造を変更することもできます。
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JSON ファイルを作成するには

1. ターミナル (Linux、 macOS、あるいは Unix)またはコマンドプロンプト(Windows)で、ローカルディ
レクトリに新規のテキストファイルを作成します。

2. プレーンテキストエディタでファイルを開き、作成する構造を反映するように値を編集します。少な
くとも、パイプラインの名前を変更する必要があります。また、変更するかを考慮する必要もありま
す。

• このパイプラインのアーティファクトの保存先の S3 バケット。
• コードのソースの場所。
• デプロイのプロバイダ。
• コードをデプロイする方法。
• パイプラインのタグ。

以下の 2 ステージのサンプルパイプライン構造では、変更を検討する必要があるパイプラインの値を
強調表示しています。パイプラインには多くの場合、2 つ以上のステージが含まれます。

{ 
    "pipeline": { 
        "roleArn": "arn:aws:iam::80398EXAMPLE::role/AWS-CodePipeline-Service",   
        "stages": [ 
            { 
                "name": "Source", 
                "actions": [ 
                    { 
                        "inputArtifacts": [], 
                        "name": "Source", 
                        "actionTypeId": { 
                            "category": "Source", 
                            "owner": "AWS", 
                            "version": "1", 
                            "provider": "S3" 
                        }, 
                        "outputArtifacts": [ 
                            { 
                                "name": "MyApp" 
                            } 
                        ], 
                        "configuration": { 
                            "S3Bucket": "awscodepipeline-demobucket-example-date", 
                            "S3ObjectKey": "ExampleCodePipelineSampleBundle.zip", 
                            "PollForSourceChanges": "false" 
                        }, 
                        "runOrder": 1                        
                    } 
                ] 
            }, 
            { 
                "name": "Staging", 
                "actions": [ 
                    { 
                        "inputArtifacts": [ 
                            { 
                                "name": "MyApp" 
                            } 
                        ], 
                        "name": "Deploy-CodeDeploy-Application", 
                        "actionTypeId": { 
                            "category": "Deploy", 
                            "owner": "AWS", 
                            "version": "1", 
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                            "provider": "CodeDeploy" 
                        }, 
                        "outputArtifacts": [], 
                        "configuration": { 
                            "ApplicationName": "CodePipelineDemoApplication", 
                            "DeploymentGroupName": "CodePipelineDemoFleet" 
                        }, 
                        "runOrder": 1 
                    } 
                ] 
            } 
        ], 
        "artifactStore": { 
            "type": "S3", 
            "location": "codepipeline-us-east-2-250656481468" 
        }, 
        "name": "MyFirstPipeline", 
        "version": 1 
    }, 
    "metadata": { 
        "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:us-east-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline", 
        "updated": 1501626591.112, 
        "created": 1501626591.112 
    }, 
    "tags": [{ 
      "key": "Project", 
      "value": "ProjectA" 
    }]
} 

この例では、パイプラインの Project タグキーと ProjectA 値を含めることによって、タグ付けを
パイプラインに追加します。でリソースにタグを付ける方法の詳細については CodePipeline、「」を
参照してくださいリソースのタグ付け (p. 157)。

JSON ファイルの PollForSourceChanges パラメータが次のように設定されていることを確認しま
す。

                "PollForSourceChanges": "false",

CodePipeline Amazon CloudWatch Events を使用して、 CodeCommit ソースリポジトリやブランチ、
または S3 ソースバケットの変更を検出します。次のステップには、パイプラインにこれらのリソー
スを手動で作成する手順が含まれています。フラグを false に設定すると、定期的なチェックが無効
になります。これは、推奨される変更検出メソッドを使用している場合には、必要ではありません。

3. パイプラインとは異なるリージョンでビルド、テスト、またはデプロイアクションを作成するには、
パイプライン構造に以下を追加する必要があります。手順については、「CodePipeline でクロスリー
ジョンアクションを追加する (p. 365)」を参照してください。

• Region パラメータをアクションのパイプライン構造に追加します。
• artifactStores のパラメーターを使って、アクションがある AWS のリージョンごとにアーティ

ファクトバケットを指定します。
4. その構造で問題がなければ、pipeline.json のような名前でファイルを保存します。

パイプラインを作成するには

1. 先ほど作成した JSON ファイルを --cli-input-json パラメータで指定して、create-pipeline コマ
ンドを実行します。
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Pipeline MySecondPipelineという名前を JSON 内の namename のための値として含む 
[pipeline.json] という名前を JSON ファイルを使用してパイプラインを作成するには、コマンドは以下
のように見えます：MySecondPipeline

aws codepipeline create-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json

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。

このコマンドは、作成したパイプライン全体の構造を返します。
2. パイプラインを表示するには、 CodePipeline コンソールを開いてパイプラインのリストから選択する

か、get-pipeline-stateコマンドを使用します。詳細については、「CodePipeline でパイプラインの詳
細と履歴を表示します。 (p. 229)」を参照してください。

3. パイプラインの作成に CLI を使用する場合には、推奨される変更検出リソースを手動でパイプライン
に作成する必要があります。

• CodeCommit リポジトリのあるパイプラインの場合は、で説明されているように、 CloudWatch イ
ベントルールを手動で作成する必要がありますCloudWatchCodeCommitソースのイベントルールを
作成する (CLI) (p. 188)。

• Amazon S3 ソースを使用するパイプラインについては、で述べられているように CloudWatch 
Events ルールおよびAWS CloudTrail証跡を手動で作成する必要がありますAmazon S3CloudWatch 
ソースアクションとEvents (p. 168)。

でパイプラインを編集する CodePipeline
パイプラインは、実行する必要があるステージやアクションなど、AWS CodePipeline が従うリリースプ
ロセスを記述します。パイプラインを編集して、要素を追加または削除することができます。ただし、パ
イプラインを編集するときには、パイプライン名またはパイプラインメタデータなどの値を変更すること
はできません。

パイプラインを作成する場合とは異なり、パイプラインを編集しても、パイプラインを通して最新のリビ
ジョンが実行されることはありません。編集後のパイプラインを通して、最新のリビジョンを実行する場
合は、手動で再実行する必要があります。それ以外の場合、編集後のパイプラインはソースステージで設
定されているソースの場所の次回変更時に実行されます。詳細については、「パイプラインを手動で開始
する (p. 205)」を参照してください。

パイプラインとは異なる AWS リージョン内にあるアクションをパイプラインに追加できます。AWS の
サービスがアクションプロバイダーであり、このアクションタイプ/プロバイダータイプがパイプライン
とは異なるAWSリージョンにある場合、これはクロスリージョンアクションです。クロスリージョンアク
ションの詳細については、「CodePipeline でクロスリージョンアクションを追加する (p. 365)」を参照
してください。

CodePipeline は、ソースコードの変更がプッシュされたときにパイプラインを開始するように、変更検出
方法を使用してします。この検出方法はソースタイプに基づいています。

• CodePipeline Amazon CloudWatch Events を使用して、 CodeCommit ソースリポジトリや Amazon S3 
ソースバケットの変更を検出します。

Note

変更検出リソースは、コンソールを使用するときに自動的に作成されます。コンソールを使
用してパイプラインを作成または編集すると、追加のリソースが作成されます。AWS CLI 
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を使用してパイプラインを作成するときは、追加のリソースを各自で作成する必要があり
ます。 CodeCommit パイプラインの作成または更新の詳細については、を参照してくださ
いCloudWatchCodeCommitソースのイベントルールを作成する (CLI) (p. 188)。CLI を使用
した Amazon S3 パイプラインの作成または更新の詳細については、「Amazon S3 ソース
（CLI）CloudWatchソースのイベントルールを作成します。 (p. 171)」を参照してください。

トピック
• パイプラインを編集する (コンソール) (p. 225)
• パイプラインを編集する (AWS CLI) (p. 226)

パイプラインを編集する (コンソール)
CodePipeline コンソールを使用して、パイプラインのステージやステージ内のアクションを追加、編集、
または削除できます。

パイプラインを更新すると、 CodePipeline 実行中のアクションが正常に完了し、実行中のアクションが
完了したステージとパイプラインの実行に失敗します。パイプラインが更新されたら、パイプラインを再
実行する必要があります。パイプラインの実行に関する詳細については、「パイプラインを手動で開始す
る (p. 205)」を参照してください。

パイプラインを編集するには

1. にサインインしてAWS Management Console、http://console.aws.amazon.com/codesuite/
codepipeline/home CodePipeline  でコンソールを開きます。

AWS アカウントに関連付けられているすべてのパイプラインの名前が表示されます。
2. [Name] で、編集するパイプラインの名前を選択します。これにより、パイプラインの詳細ビューが開

いて、パイプラインの各ステージの各アクションの状態などがわかります。
3. パイプライン詳細ページで、[編集] を選択します。
4. [編集] ページで、以下のいずれかを行います。

• ステージを編集するには、[ステージを編集] を選択します。アクションは既存のアクションに対し
て直列にも並列にも追加できます。

これらのアクションの編集アイコンを選択して、このビューでアクションを編集することもできま
す。アクションを削除するには、そのアクションの削除アイコンを選択します。

• アクションを編集するには、そのアクションの編集アイコンを選択し、[アクションの編集] で値を
変更します。アスタリスク (*) の付いた項目は必須です。
• CodeCommit リポジトリ名とブランチには、このパイプラインのために作成される Amazon 

CloudWatch Events ルールを示すメッセージが表示されます。 CodeCommit ソースを削除する
と、Amazon CloudWatch Events ルールが削除されることを示すメッセージが表示されます。

• Amazon S3 ソースバケットでは、このパイプライン用に作成される Amazon CloudWatch Events 
ルールおよびAWS CloudTrail証跡を示すメッセージが表示されます。Amazon S3 ソースを削除
すると、Amazon CloudWatch Events ルールおよびAWS CloudTrail証跡が削除されることを示す
メッセージが表示されます。AWS CloudTrail 証跡が他のパイプラインで使用されている場合に
は、この証跡は削除されませんが、データイベントは削除されます。

• ステージを追加するには、ステージを追加するパイプラインのポイントで [+ Add stage (+ ステージ
を追加)] を選択します。ステージの名前を入力し、少なくとも 1 つのアクションをそのステージに
追加します。アスタリスク (*) の付いた項目は必須です。

• ステージを削除するには、そのステージの削除アイコンを選択します。ステージとそのすべてのア
クションが削除されます。

たとえば、パイプラインのステージにシリアルアクションを追加する場合は、以下のようにします。
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1. アクションを追加するステージで、[Edit stage (ステージを編集)] を選択し、[+ Add action group (+ 
アクショングループの追加)] を選択します。

2.
[アクションを編集] の、[アクション名] でアクションの名前を入力します。[Action provider (アク
ションプロバイダー)] リストには、プロバイダーのオプションがカテゴリ別に表示されます。[デ
プロイ] などのカテゴリを探します。カテゴリで、プロバイダー (例:AWS CodeDeploy) を選択しま
す。[リージョン] で、リソースの作成先または作成予定先の AWS リージョンを選択します。[リー
ジョン] フィールドは、このアクションタイプとプロバイダータイプに対して作成済みの AWS リ
ソースの場所を示します。このフィールドには、アクションプロバイダーがサービスであるアク
ションプロバイダーがサービスであるアクションプロバイダーがサービスであるアクションプロバ
イダーがAWS のサービスサービスであるアクションプロバイダーが [リージョン] フィールドは、
デフォルトで、パイプラインと同じ AWS リージョンになります。

入力および出力アーティファクトの名前や使用方法など CodePipeline、でのアクションの要件の詳
細については、「」を参照してくださいアクション構造の要件 CodePipeline (p. 474)。アクショ
ンプロバイダーの追加例と各プロバイダーのデフォルトフィールドの使用例については、「パイプ
ラインを作成する (コンソール) (p. 214)」を参照してください。

CodeBuild ビルドアクションまたはテストアクションとしてステージに追加するには、CodeBuild 
ユーザーガイドの「 CodePipeline CodeBuild コードのテストとビルドの実行との併用」を参照して
ください。

Note

などの一部のアクションプロバイダーでは GitHub、アクションの設定を完了する前にプロ
バイダーの Web サイトに接続する必要があります。プロバイダーのウェブサイトに接続
するときは、そのウェブサイトの認証情報を使用していることを確認します。AWS の認
証情報を使用しないでください。

3. アクションの設定が完了したら、[保存] を選択します。

Note

コンソールビューでステージの名前を変更することはできません。新しいステージを変更後
の名前で追加し、その後に古いステージを削除できます。古いステージを削除する前に、必
要なすべてのアクションを新しいステージに追加したことを確認してください。

5. パイプラインの編集が終わったら、[保存] を選択して概要ページに戻ります。

Important

 変更を保存したら、元に戻すことはできません。パイプラインを再度編集する必要があり
ます。変更を保存するときにパイプラインによりリビジョンが実行されている場合、その実
行は完了しません。編集したパイプラインにより特定のコミットまたは変更を実行する場合
は、パイプラインから手動で実行する必要があります。それ以外の場合、次のコミットまた
は変更はパイプラインにより自動的に実行されます。

6. アクションをテストするには、[Release change] を選択して、パイプラインによりそのコミットを処
理し、パイプラインのソースステージで指定したソースに変更をコミットします。または AWS CLI 
を使用して手動で変更をリリースする場合、パイプラインを手動で開始する (p. 205) で次の手順に
従います。

パイプラインを編集する (AWS CLI)
パイプラインを編集するには、update-pipeline コマンドを使用します。

パイプラインを更新すると、 CodePipeline 実行中のアクションが正常に完了し、実行中のアクションが
完了したステージとパイプラインの実行に失敗します。パイプラインが更新されたら、パイプラインを再

API バージョン 2015-07-09
226

https://docs.aws.amazon.com/codebuild/latest/userguide/how-to-create-pipeline.html


AWS CodePipeline ユーザーガイド
パイプラインを編集する (AWS CLI)

実行する必要があります。パイプラインの実行に関する詳細については、「パイプラインを手動で開始す
る (p. 205)」を参照してください。

Important

パートナーアクションを含むパイプラインの編集に AWS CLI を使用することはできますが、パー
トナーアクションの JSON を手動で編集することはできません。これを行った場合、パートナー
アクションはパイプライン更新後に失敗します。

パイプラインを編集するには

1. ターミナルセッション (Linux、macOS または Unix) またはコマンドプロンプト (Windows) を開
き、get-pipeline コマンドを実行して、パイプライン構造を JSON ファイルにコピーします。たとえ
ば、MyFirstPipeline という名前のパイプラインに対して、以下のコマンドを入力します。

aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json

このコマンドは何も返しませんが、作成したファイルは、コマンドを実行したディレクトリにありま
す。

2. 任意のプレーンテキストエディタで JSON ファイルを開き、パイプラインに加える変更を反映するよ
うにファイルの構造を変更します。たとえば、ステージを追加または削除すること、または、既存の
ステージに別のアクションを追加することができます。

以下の例では、pipeline.json ファイルに別のデプロイステージを追加する方法を示しています。この
ステージは、Staging という名前の最初のデプロイステージの後に実行されます。

Note

ここで示しているのは、そのファイルの一部であり、構造全体ではありません。詳細につい
ては、「CodePipeline パイプライン構造リファレンス (p. 469)」を参照してください。

,       
        { 
            "name": "Staging", 
            "actions": [ 
                    { 
                        "inputArtifacts": [ 
                            { 
                                "name": "MyApp" 
                            } 
                        ], 
                        "name": "Deploy-CodeDeploy-Application", 
                        "actionTypeId": { 
                            "category": "Deploy", 
                            "owner": "AWS", 
                            "version": "1", 
                            "provider": "CodeDeploy" 
                        }, 
                        "outputArtifacts": [], 
                        "configuration": { 
                            "ApplicationName": "CodePipelineDemoApplication", 
                            "DeploymentGroupName": "CodePipelineDemoFleet" 
                        }, 
                        "runOrder": 1 
                    } 
                ] 
             },       
        { 
            "name": "Production", 
            "actions":  [ 
                    { 
                        "inputArtifacts": [ 
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                            { 
                                "name": "MyApp" 
                            } 
                        ], 
                        "name": "Deploy-Second-Deployment", 
                        "actionTypeId": { 
                            "category": "Deploy", 
                            "owner": "AWS", 
                            "version": "1", 
                            "provider": "CodeDeploy" 
                        }, 
                        "outputArtifacts": [], 
                        "configuration": { 
                        "ApplicationName": "CodePipelineDemoApplication", 
                        "DeploymentGroupName": "CodePipelineProductionFleet" 
                        }, 
                        "runOrder": 1 
                    } 
                ] 
        }
    ]
}

CLI を使用して承認アクションをパイプラインに追加する方法については、「CodePipeline でパイプ
ラインに手動の承認アクションを追加する  (p. 361)」を参照してください。

JSON ファイルの PollForSourceChanges パラメータが次のように設定されていることを確認しま
す。

                "PollForSourceChanges": "false",

CodePipeline Amazon CloudWatch Events を使用して、 CodeCommit ソースリポジトリやブランチ、
または Amazon S3 ソースバケットの変更を検出します。次のステップには、手動でこれらのリソー
スを作成する手順が含まれています。フラグを false に設定すると、定期的なチェックが無効になり
ます。これは、推奨される変更検出メソッドを使用する場合には必須ではありません。

3. パイプラインとは異なるリージョンにビルド、テスト、またはデプロイアクションを追加するには、
パイプライン構造に以下を追加する必要があります。詳細な手順については、「CodePipeline でクロ
スリージョンアクションを追加する (p. 365)」を参照してください。

• Region パラメータをアクションのパイプライン構造に追加します。
• アクションの作成先のリージョンごとにアーティファクトバケットを指定するに

は、artifactStores パラメータを使用します。
4. get-pipeline コマンドを使用して取得したパイプライン構造を使用している場合、JSON ファイルの

構造を変更する必要があります。metadata コマンドが使用できるように、ファイルから update-
pipeline 行を削除する必要があります。JSON ファイルのパイプライン構造からセクションを削除し
ます ("metadata": { } 行と、"created"、"pipelineARN"、および"updated"フィールド)。

例えば、構造から以下の行を削除します。

"metadata": {   
  "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name", 
  "created": "date", 
  "updated": "date" 
  }

ファイルを保存します。
5. パイプラインの編集に CLI を使用する場合には、推奨される変更検出リソースを手動でパイプライン

用に管理する必要があります。
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• CodeCommit リポジトリの場合は、 CloudWatch で説明されているようにイベントルールを作成す
る必要がありますCloudWatchCodeCommitソースのイベントルールを作成する (CLI) (p. 188)。

• Amazon S3 ソースは、 CloudWatch Events ルールおよびAWS CloudTrail証跡を作成する必要があ
ります。詳細については、「」を参照してくださいAmazon S3CloudWatch ソースアクションと
Events (p. 168)。

6. 変更を適用するには、パイプライン JSON ファイルを指定して、update-pipeline コマンドを実行しま
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 codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json

このコマンドは、編集したパイプラインの構造全体を返します。

Note

update-pipeline コマンドは、パイプラインを停止します。update-pipeline コマンドを実行し
たときにパイプラインによりリビジョンが実行されている場合、その実行は停止します。更
新されたパイプラインによりそのリビジョンを実行するには、パイプラインを手動で開始す
る必要があります。

7. CodePipeline コンソールを開き、編集したパイプラインを選択します。

そのパイプラインには、行った変更が示されます。ソース場所を次に変更すると、修正した構造のパ
イプラインによりそのリビジョンが実行されます。

8. 修正した構造のパイプラインによりその最新のリビジョンを手動で実行するには、start-pipeline-
execution コマンドを実行します。詳細については、「パイプラインを手動で開始する (p. 205)」を
参照してください。

パイプラインの構造および想定値の詳細については、「CodePipeline パイプライン構造リファレン
ス (p. 469)」および AWS CodePipeline API リファレンス を参照してください。

CodePipeline でパイプラインの詳細と履歴を表示
します。

AWS CodePipeline コンソールまたは AWS CLI を使用して、AWS アカウントに関連付けられているパイ
プラインの詳細を表示できます。

トピック
• パイプラインの詳細と履歴を表示する (コンソール) (p. 229)
• パイプラインの詳細と履歴を表示する (CLI) (p. 236)

パイプラインの詳細と履歴を表示する (コンソール)
CodePipeline コンソールを使用して、アカウントのすべてのパイプラインのリストを表示できます。パ
イプラインで最後に実行されたアクション、ステージ間の移行が有効か無効か、失敗したアクションの有
無、その他の情報など、各パイプラインの詳細を表示することもできます。履歴が記録されたすべてのパ
イプライン実行の詳細を示す履歴ページを表示することもできます。実行履歴は、最大 12 か月間保持さ
れます。
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Note

詳細な実行履歴は 2019 年 2 月 21 日以降に実行されたものについて利用できます。

トピック
• パイプラインを表示する (コンソール) (p. 230)
• パイプライン実行の履歴を表示する (コンソール) (p. 232)
• 実行のステータスを表示する (コンソール) (p. 232)
• インバウンドの実行(コンソール)を表示します。 (p. 233)
• パイプライン実行ソースのリビジョンを表示する (コンソール) (p. 234)
• アクション実行を表示する (コンソール) (p. 235)
• アクションアーティファクトとアーティファクトストア情報を表示する (コンソール) (p. 235)
• パイプラインの ARN とサービスロール ARN (コンソール) を表示します。 (p. 236)

パイプラインを表示する (コンソール)
パイプラインのステータス、移行、およびアーティファクトの更新を表示できます。

Note

1 時間後には、パイプラインの詳細ビューがブラウザで自動的に更新されなくなります。現在の
情報を表示するには、ページを更新します。

パイプラインを表示するには

1. AWS Management Console にサインインして、http://console.aws.amazon.com/codesuite/
codepipeline/home にある CodePipeline コンソールを開きます。

AWS アカウントに関連付けられているすべてのパイプラインの名前と作成日が表示され、実行履歴を
表示するためのリンクも示されます。

2. 1 つのパイプラインの詳細を表示するには、[Name] でパイプラインを選択します。パイプラインを選
択し、[View pipeline (パイプラインの表示)] を選択します。パイプラインの詳細ビューが開いて、各
ステージの各アクションの状態や遷移の状態などが表示されます。
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グラフィカルビューには、各ステージについて以下の情報が表示されます。

• ステージ名です。
• ステージ用に設定されたすべてのアクション。
• ステージ間の遷移の状態 (有効または無効)。ステージ間の矢印の状態によって示されます。有効な

移行は矢印とその横にある [移行を無効にする] ボタンとともに示されます。無効にされた移行は、
下に取り消し線が付いた矢印、およびその横の [移行を有効にする] ボタンで示されます。

• ステージのステータスを示すカラーバー:
• グレー: まだ実行はなし
• [青]: 進行中
• [緑]: 成功
• [赤]: 失敗

グラフィカルビューには、各ステージのアクションについて以下の情報も表示されます。

• アクションの名前。
• CodeDeploy などのアクションのプロバイダー
• アクションが最後に実行されたとき。
• アクションが成功したか失敗したか。
• アクションの最後の実行について、他の詳細へのリンク (使用可能であれば)。
• 最新のパイプラインの実行によりステージで実行されているソースリビジョンの詳細、また

は、CodeDeploy デプロイの場合は、ターゲットインスタンスにデプロイされた最新のソースリビ
ジョンの詳細

3. パイプラインのステージのアクションについて設定の詳細を表示するには、アクションの横にある情
報アイコンを選択するかカーソルを合わせます。

4. アクションのプロバイダーの詳細を表示するには、プロバイダーを選択します。例えば、上記の例の
パイプラインの [Staging] または [Production] ステージで CodeDeploy を選択した場合、そのステージ
用に設定されたデプロイグループの CodeDeploy コンソールのページが表示されます。

5. ステージのアクションについて進行状況の詳細を表示するには、進行中のアクション (In Progress に
よって示される) の横に表示される時に Details を選択します。アクションが進行中の場合は、段階的
な進行状況と、実行されたステップまたはアクションが表示されます。

Note

詳細は、GitHub リポジトリから内容を取得するソースアクションについては表示できます
が、Amazon S3 バケットまたは CodeCommit リポジトリから内容を取得するソースアク
ションについては表示できません。

6. 手動承認用に設定されたアクションを承認または拒否するには、[確認] を選択します。
7. 正常に完了しなかったステージでアクションを再試行するには、[Retry] を選択します。
8. ステージで完了したアクションについてエラーや失敗の詳細を確認するには、[Details] を選択しま

す。最後に実行されたアクションの詳細が、そのアクションの結果も含めて ([成功] または [失敗]) 表
示されます。

9. ステージでの最新のパイプラインの実行に使用されているソースアーティファクト (パイプラインの
最初のステージで生成された出力アーティファクト) の詳細を表示するには、ステージの下部にある
詳細情報領域をクリックします。コミット ID、チェックインコメント、アーティファクトが作成また
は更新されてからの時間など、識別子の詳細を表示できます。

10. パイプラインの最新の実行の詳細を表示するには、[履歴の表示] を選択します。過去の実行について
は、実行 ID、ステータス、開始時刻と終了時刻、継続時間、コミット ID、メッセージなど、ソース
アーティファクトに関連するリビジョンの詳細を表示できます。
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パイプライン実行の履歴を表示する (コンソール)
コンソールを使用して、パイプラインの実行履歴を表示できます。履歴には、各実行のステータス、ソー
スのリビジョン、タイミングの詳細が含まれます。

1. AWS Management Console にサインインして、 http://console.aws.amazon.com/codesuite/
codepipeline/home にある CodePipeline コンソールを開きます。

AWS アカウントに関連付けられたすべてのパイプラインの名前と、そのステータスが表示されます。
2. [Name] で、パイプラインの名前を選択します。
3. [View history (履歴の表示)] を選択します。
4. パイプラインの各実行に関連するステータス、ソースリビジョン、変更の詳細、トリガーが表示され

ます。
5. 実行を選択します。詳細ビューには、実行の詳細、[Timeline (タイムライン)] タブ、および 

[Visualization (ビジュアライゼーション)] タブが表示されます。

実行のステータスを表示する (コンソール)
パイプラインのステータスは、実行履歴ページの [ステータス] で確認できます。実行 ID リンクを選択
し、次にアクションのステータスを表示します。

パイプライン、ステージ、およびアクションの有効な状態は以下のとおりです。

Note

次のパイプライン状態は、インバウンド実行であるパイプライン実行にも適用されます。受信実
行とそのステータスを表示するには、インバウンドの実行(コンソール)を表示します。 (p. 233)
を参照してください。

パイプラインレベルの状態

パイプラインの状態 説明

InProgress パイプライン実行が現在実行中です。

停止中 パイプライン実行は、パイプライン実行を [Stop and wait (停止して待機)] す
るか、[Stop and abandon (停止して中止)] する要求により、停止していま
す。

停止 停止プロセスが完了し、パイプラインの実行が停止します。

成功 パイプライン実行が正常に完了しました。

置換 このパイプライン実行が次のステージの完了を待機している間に、新しいパ
イプライン実行が進行し、代わりにパイプラインを継続しました。

失敗 パイプライン実行が正常に完了しませんでした。

ステージレベルの状態

ステージの状態 説明

InProgress このステージは現在実行中です。

停止中 ステージ実行は、パイプライン実行を [Stop and wait (停止して待機)] する
か、[Stop and abandon (停止して中止)] する要求により、停止しています。
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ステージの状態 説明

停止 停止プロセスが完了し、ステージの実行が停止します。

成功 ステージは正常に完了しました。

失敗 ステージは正常に完了しませんでした。

アクションレベルの状態

アクションの状態 説明

InProgress アクションは現在実行中です。

中止 パイプラインの実行を [Stop and abandon (停止して中止)] する要求により、
アクションは中止されます。

成功 アクションは正常に完了しました。

失敗 承認アクションでは、失敗の状態は、アクションがレビュー者により拒否さ
れたか、または誤ったアクション設定のために失敗したことを意味します。

インバウンドの実行(コンソール)を表示します。
受信実行のステータスと詳細を表示するには、コンソールを使用します。トランジションが有効な場合、
またはステージが使用可能になると、InProgress であるインバウンド実行が続き、ステージを入力しま
す。Stopped のステータスを用いたインバウンド実行は、ステージを入力しません。パイプラインが編集
されている場合、インバウンド実行ステータスは Failed に変わります。パイプラインを編集すると、進
行中のすべての実行は続行されず、実行ステータスは Failed に変わります。

インバウンド実行が表示されない場合、無効なステージ遷移段階で保留中の実行はありません。

1. AWS Management Console にサインインして、http://console.aws.amazon.com/codesuite/
codepipeline/home にある CodePipeline コンソールを開きます。

AWS アカウントに関連付けられているすべてのパイプラインの名前が表示されます。
2. インバウンドの実行を表示したいパイプラインの名前を選択し、以下のいずれかの操作を行います：

• [View (表示)] を選択します。パイプラインダイアグラムでは、無効なトランジションの前にある
Inbound execution ID フィールドで、インバウンド実行 ID を表示できます。

View summary を選択し、実行 ID、ソーストリガー、次のステージの名前などの実行の詳細を表示
します。

• パイプラインを選択し、View history を選択します。
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パイプライン実行ソースのリビジョンを表示する (コンソール)
パイプラインの実行に使用するソースアーティファクト (パイプラインの最初のステージで生成された出
力アーティファクト) に関する詳細を表示できます。この詳細には、コミット ID などの識別子、チェック
インコメント、および CLI を使用した場合は、パイプラインのビルドアクションのバージョン番号などが
含まれます。一部のリビジョンタイプでは、コミットの URL を表示して開くことができます。ソースのリ
ビジョンは、以下で構成されます。

• 概要: アーティファクトの最新のリビジョンに関する概要。GitHub および AWS CodeCommit リポジト
リの場合は、コミットメッセージ Amazon S3 バケットまたはアクションの場合は、オブジェクトメタ
データに指定された codepipeline-artifact-revision-summary キーのユーザー指定コンテンツ。

• revisionUrl: アーティファクトリビジョンのリビジョン URL (例:外部リポジトリ URL)。
• revisionId: アーティファクトリビジョンのリビジョン ID。例えば、CodeCommit または GitHub リポジ

トリ中のソース変更の場合、これはコミット ID です。GitHub またはリポジトリに保存されているアー
ティファクトの場合、コミット ID はコミットの詳細ページにリンクされています。

1. AWS Management Console にサインインして、http://console.aws.amazon.com/codesuite/
codepipeline/home にある CodePipeline コンソールを開きます。

AWS アカウントに関連付けられているすべてのパイプラインの名前が表示されます。
2. ソースリビジョンの詳細を表示するパイプラインの名前を選択し、以下のいずれかの操作を行いま

す。

• [View history (履歴の表示)] を選択します。[Source revisions (ソースリビジョン)] に、各実行のソー
ス変更が一覧表示されます。

• ソースリビジョンの詳細を表示するアクションを見つけ、そのステージの下部にあるリビジョン情
報を確認します。

ソース情報を表示するには、[View current revisions (現行リビジョンを表示)] を選択しま
す。Amazon S3 バケットに格納されているアーティファクトを除いて、この情報詳細ビューのコ
ミット ID などの識別子は、アーティファクトのソース情報ページにリンクされています。
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アクション実行を表示する (コンソール)
パイプラインのアクションの詳細として、アクションの実行 ID、入力アーティファクト、出力アーティ
ファクト、ステータスなどを表示できます。アクションの詳細を表示するには、コンソールでパイプライ
ンを選択し、次に実行 ID を選択します。

Note

詳細な実行履歴は 2019 年 2 月 21 日以降に実行されたものについて利用できます。

1. AWS Management Console にサインインして、http://console.aws.amazon.com/codesuite/
codepipeline/home にある CodePipeline コンソールを開きます。

AWS アカウントに関連付けられているすべてのパイプラインの名前が表示されます。
2. アクションの詳細を表示するパイプラインの名前を選択し、次に [View history (履歴の表示)] を選択し

ます。
3. [Execution ID (実行 ID)] で、アクションの実行の詳細を表示する実行 ID を選択します。
4. [Timeline (タイムライン)] タブで以下の情報を確認できます。

a. [アクション名] でリンクを選択し、アクションの詳細ページを開きます。このページで、ステー
タス、ステージ名、アクション名、設定データ、およびアーティファクト情報を確認できます。

b. [プロバイダー] で、アクションプロバイダーの詳細を表示するリンクを選択します。例えば、上
記の例のパイプラインでは、ステージングまたはプロダクションステージで CodeDeploy を選択
すると、そのステージ用に設定された CodeDeploy アプリケーションのための CodeDeploy コン
ソールページが表示されます。

アクションアーティファクトとアーティファクトストア情報を表
示する (コンソール)
アクションの入力および出力アーティファクトの詳細を表示できます。そのアクションのアーティファク
ト情報に関連付けられたリンクを選択することもできます。アーティファクトストアではバージョニング
を使用しているため、アクションの実行ごとに一意の入力および出力アーティファクトの場所が割り当て
られます。

1. AWS Management Console にサインインして、http://console.aws.amazon.com/codesuite/
codepipeline/home にある CodePipeline コンソールを開きます。

AWS アカウントに関連付けられているすべてのパイプラインの名前が表示されます。
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2. アクションの詳細を表示するパイプラインの名前を選択し、次に [View history (履歴の表示)] を選択し
ます。

3. [Execution ID (実行 ID)] で、アクションの詳細を表示する実行 ID を選択します。
4. [Timeline (タイムライン)] タブの [アクション名] で、アクションの詳細ページを開くリンクを選択し

ます。
5. 詳細ページの [Execution summary (実行の概要)] で、アクションの実行のステータスとタイミングを

表示します。
6. Action details で、アクションプロバイダーと、実行が行われる AWS のリージョンを表示しま

す。Action configuration で、アクションのリソース設定を表示します(CodeBuild のビルドプロジェク
ト名など)。

7. [アーティファクト] で、[Artifact type (アーティファクトタイプ)] と [Artifact provider (アーティファク
トプロバイダー)] のアーティファクト詳細を表示します。[アーティファクト名] のリンクを選択して
アーティファクトストアのアーティファクトを表示します。

パイプラインの ARN とサービスロール ARN (コンソール) を表
示します。
コンソールを使用して、パイプライン ARN、サービスロール ARN、パイプラインアーティファクトスト
アなどの、パイプライン設定を表示できます。

1. AWS Management Console にサインインして、http://console.aws.amazon.com/codesuite/
codepipeline/home にある CodePipeline コンソールを開きます。

AWS アカウントに関連付けられているすべてのパイプラインの名前が表示されます。
2. パイプラインの名前を選択し、左側のナビゲーションペイン の Settings を選択します。ページでは以

下を示します。

• パイプライン名
• パイプラインの Amazon リソースネーム (ARN)

パイプライン ARN はこの形式で作成されます。

arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name

パイプライン ARN の例:

arn:aws:codepipeline:us-east-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline
• パイプラインの CodePipeline サービスロール ARN
• パイプラインのバージョン
• パイプラインのためのアーティファクトストアの名前と場所

パイプラインの詳細と履歴を表示する (CLI)
パイプラインとパイプラインの実行の詳細を表示するには、以下のコマンドを実行します。

• list-pipelines コマンドは、AWS アカウントに関連付けられているすべてのパイプラインの概要を表示し
ます。

• get-pipeline コマンドは、1 つのパイプラインの詳細を表示します。
• list-pipeline-executions パイプラインの最新の実行の概要を取得します。
• get-pipeline-execution パイプラインの実行に関する情報 (アーティファクト、パイプラインの実行 ID、

パイプラインの名前、バージョン、ステータスなど) を表示します。
• get-pipeline-state コマンドでパイプライン、ステージ、およびアクションのステータスを表示します。

API バージョン 2015-07-09
236

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


AWS CodePipeline ユーザーガイド
パイプラインの詳細と履歴を表示する (CLI)

• list-action-executions でパイプラインのアクション実行の詳細を表示します。

トピック
• パイプラインを表示する (CLI)  (p. 237)
• 実行の履歴を表示する (CLI)  (p. 237)
• 実行のステータスを表示する (CLI)  (p. 238)
• 受信実行のステータス(CLI)を表示します。 (p. 240)
• ソースリビジョンを表示する (CLI)  (p. 241)
• アクション実行を表示する (CLI) (p. 242)

パイプラインを表示する (CLI)
パイプラインの詳細を表示できます。

1. ターミナル (Linux、macOS、Unix) またはコマンドプロンプト (Windows) を開き、AWS CLI を使用し
て list-pipelines のコマンドを実行します。

aws codepipeline list-pipelines

このコマンドは、AWS アカウントに関連付けられているすべてのパイプラインのリストを返します。
2. パイプラインの詳細を表示するには、パイプラインの一意の名前を指定して、get-pipeline コマンドを

実行します。例えば、MyFirstPipeline という名前のパイプラインの詳細を表示するには、以下の
ように入力します:

aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline

このコマンドは、パイプラインの構造を返します。

実行の履歴を表示する (CLI)
パイプラインの実行履歴を表示できます。

• パイプラインの過去の実行の詳細を表示するには、パイプラインの一意の名前を指定して、list-
pipeline-executions コマンドを実行します。例えば、MyFirstPipeline という名前のパイプライン
の現在の状態の詳細を表示するには、以下のように入力します：

aws codepipeline list-pipeline-executions --pipeline-name MyFirstPipeline

このコマンドは、履歴が記録されたすべてのパイプライン実行に関する概要情報を返します。概要に
は、開始時刻と終了時刻、期間、ステータスが含まれます。

以下の例では、3 つの実行があった MyFirstPipeline という名前のパイプラインについて返された
データを示しています。

{ 
    "pipelineExecutionSummaries": [ 
        { 
            "lastUpdateTime": 1496380678.648, 
            "pipelineExecutionId": "7cf7f7cb-3137-539g-j458-d7eu3EXAMPLE", 
            "startTime": 1496380258.243, 
            "status": "Succeeded" 
        }, 
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        { 
            "lastUpdateTime": 1496591045.634, 
            "pipelineExecutionId": "3137f7cb-8d494hj4-039j-d84l-d7eu3EXAMPLE", 
            "startTime": 1496590401.222, 
            "status": "Succeeded" 
        }, 
        { 
            "lastUpdateTime": 1496946071.6456, 
            "pipelineExecutionId": "4992f7jf-7cf7-913k-k334-d7eu3EXAMPLE", 
            "startTime": 1496945471.5645, 
            "status": "Succeeded" 
        } 
    ]
}

パイプラインの実行について詳細を表示するには、パイプライン実行の一意の ID を指定して、get-
pipeline-execution コマンドを実行します。例えば、前の例の最初の実行の詳細を表示するには、以下
のように入力します。

aws codepipeline get-pipeline-execution --pipeline-name MyFirstPipeline --pipeline-
execution-id 7cf7f7cb-3137-539g-j458-d7eu3EXAMPLE

このコマンドは、パイプラインの実行の概要情報 (アーティファクトの詳細、パイプラインの実行 
ID、名前、バージョン、パイプラインのステータスなど) を返します。

以下の例では、MyFirstPipeline という名前のパイプラインについて返されたデータを示していま
す。

{ 
    "pipelineExecution": { 
        "pipelineExecutionId": "3137f7cb-7cf7-039j-s83l-d7eu3EXAMPLE", 
        "pipelineVersion": 2, 
        "pipelineName": "MyFirstPipeline", 
        "status": "Succeeded", 
        "artifactRevisions": [ 
            { 
                "created": 1496380678.648, 
                "revisionChangeIdentifier": "1496380258.243", 
                "revisionId": "7636d59f3c461cEXAMPLE8417dbc6371", 
                "name": "MyApp", 
                "revisionSummary": "Updating the application for feature 12-4820" 
            } 
        ] 
    }
}

実行のステータスを表示する (CLI)
CLI を使って パイプライン、ステージ、およびアクションのステータスを 表示できます。

• パイプラインの現在の状態の詳細を表示するには、パイプラインの一意の名前を指定して、get-
pipeline-state コマンドを実行します。例えば、MyFirstPipeline という名前のパイプラインの現在
の状態の詳細を表示するには、以下のように入力します：

aws codepipeline get-pipeline-state --name MyFirstPipeline

このコマンドは、パイプラインのすべてのステージの現在のステータスと、それらのステージでのア
クションのステータスを返します。
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以下の例では、MyFirstPipeline という名前の 3 ステージパイプラインについて返されたデータを
示しています。ここでは、最初と 2 番目のステージとアクションは成功を示し、3 つ目のステージと
アクションは失敗を示しており、2 番目と 3 番目のステージ間の遷移は無効です。

{ 
    "updated": 1427245911.525, 
    "created": 1427245911.525, 
    "pipelineVersion": 1, 
    "pipelineName": "MyFirstPipeline", 
    "stageStates": [ 
        { 
            "actionStates": [ 
                { 
                    "actionName": "Source", 
                    "entityUrl": "https://console.aws.amazon.com/s3/home?#", 
                    "latestExecution": { 
                        "status": "Succeeded", 
                        "lastStatusChange": 1427298837.768 
                    } 
                } 
            ], 
            "stageName": "Source" 
        }, 
        { 
            "actionStates": [ 
                { 
                    "actionName": "Deploy-CodeDeploy-Application", 
                    "entityUrl": "https://console.aws.amazon.com/codedeploy/home?#", 
                    "latestExecution": { 
                        "status": "Succeeded", 
                        "lastStatusChange": 1427298939.456, 
                        "externalExecutionUrl": "https://console.aws.amazon.com/?#", 
                        "externalExecutionId": ""c53dbd42-This-Is-An-Example"", 
                        "summary": "Deployment Succeeded" 
                    } 
                } 
            ], 
            "inboundTransitionState": { 
                "enabled": true 
            }, 
            "stageName": "Staging" 
        }, 
        { 
            "actionStates": [ 
                { 
                    "actionName": "Deploy-Second-Deployment", 
                    "entityUrl": "https://console.aws.amazon.com/codedeploy/home?#", 
                    "latestExecution": { 
                        "status": "Failed", 
                        "errorDetails": { 
                            "message": "Deployment Group is already deploying 
 deployment ...", 
                            "code": "JobFailed" 
                        }, 
                        "lastStatusChange": 1427246155.648 
                    } 
                } 
            ], 
            "inboundTransitionState": { 
                "disabledReason": "Disabled while I investigate the failure", 
                "enabled": false, 
                "lastChangedAt": 1427246517.847, 
                "lastChangedBy": "arn:aws:iam::80398EXAMPLE:user/CodePipelineUser" 
            }, 
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            "stageName": "Production" 
        } 
    ]
}

受信実行のステータス(CLI)を表示します。
インバウンドの実行のステータスを表示するのに、CLI を使用できます。トランジションが有効な場合、
またはステージが使用可能な場合、InProgress であるインバウンド実行が続き、ステージを入力しま
す。Stopped のステータスを用いたインバウンド実行は、ステージを入力しません。パイプラインが編集
されている場合、インバウンド実行ステータスは Failed に変わります。パイプラインを編集すると、進
行中のすべての実行は続行されず、実行ステータスは Failed に変わります。

• パイプラインの現在の状態の詳細を表示するには、パイプラインの一意の名前を指定して、get-
pipeline-state コマンドを実行します。例えば、MyFirstPipeline という名前のパイプラインの現在
の状態の詳細を表示するには、以下のように入力します：

aws codepipeline get-pipeline-state --name MyFirstPipeline

このコマンドは、パイプラインのすべてのステージの現在のステータスと、それらのステージでのア
クションのステータスを返します。出力には、各ステージのパイプライン実行 ID、および、無効なト
ランジションを持つステージのインバウンド実行 ID があるかどうかも表示されます。

以下の例では、MyFirstPipeline という名前の 2 ステージのパイプラインについて返されたデータ
を示しています。ここでは、第 1 ステージが有効なトランジションと成功したパイプライン実行を示
し、Beta と名付けられた第 2 ステージが無効なトランジションとインバウンド実行 ID を示していま
す。インバウンドの実行は InProgress、Stopped、またはFAILED の状態を持つことができます。

{ 
    "pipelineName": "MyFirstPipeline", 
    "pipelineVersion": 2, 
    "stageStates": [ 
        { 
            "stageName": "Source", 
            "inboundTransitionState": { 
                "enabled": true 
            }, 
            "actionStates": [ 
                { 
                    "actionName": "SourceAction", 
                    "currentRevision": { 
                        "revisionId": "PARcnxX_u0SMRBnKh83pHL09.zPRLLMu" 
                    }, 
                    "latestExecution": { 
                        "actionExecutionId": "14c8b311-0e34-4bda-EXAMPLE", 
                        "status": "Succeeded", 
                        "summary": "Amazon S3 version id: PARcnxX_u0EXAMPLE", 
                        "lastStatusChange": 1586273484.137, 
                        "externalExecutionId": "PARcnxX_u0EXAMPLE" 
                    }, 
                    "entityUrl": "https://console.aws.amazon.com/s3/home?#" 
                } 
            ], 
            "latestExecution": { 
                "pipelineExecutionId": "27a47e06-6644-42aa-EXAMPLE", 
                "status": "Succeeded" 
            } 
        }, 
        { 
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            "stageName": "Beta", 
            "inboundExecution": { 
                "pipelineExecutionId": "27a47e06-6644-42aa-958a-EXAMPLE", 
                "status": "InProgress" 
            }, 
            "inboundTransitionState": { 
                "enabled": false, 
                "lastChangedBy": "USER_ARN", 
                "lastChangedAt": 1586273583.949, 
                "disabledReason": "disabled" 
            }, 
                    "currentRevision": { 
            "actionStates": [ 
                { 
                    "actionName": "BetaAction", 
                    "latestExecution": { 
                        "actionExecutionId": "a748f4bf-0b52-4024-98cf-EXAMPLE", 
                        "status": "Succeeded", 
                        "summary": "Deployment Succeeded", 
                        "lastStatusChange": 1586272707.343, 
                        "externalExecutionId": "d-KFGF3EXAMPLE", 
                        "externalExecutionUrl": "https://us-
west-2.console.aws.amazon.com/codedeploy/home?#/deployments/d-KFGF3WTS2" 
                    }, 
                    "entityUrl": "https://us-west-2.console.aws.amazon.com/codedeploy/
home?#/applications/my-application" 
                } 
            ], 
            "latestExecution": { 
                "pipelineExecutionId": "f6bf1671-d706-4b28-EXAMPLE", 
                "status": "Succeeded" 
            } 
        } 
    ], 
    "created": 1585622700.512, 
    "updated": 1586273472.662
}

ソースリビジョンを表示する (CLI)
パイプラインの実行に使用するソースアーティファクト (パイプラインの最初のステージで生成された出
力アーティファクト) に関する詳細を表示できます。この詳細には、コミット ID、チェックインコメン
ト、アーティファクト作成後または更新後の時間、CLI の使用時間、ビルドアクションのバージョン番号
などの識別子が含まれます。一部のリビジョンタイプでは、アーティファクトバージョンのコミットの 
URL を表示して開くことができます。ソースのリビジョンは、以下で構成されます。

• 概要: アーティファクトの最新のリビジョンに関する概要。GitHub および AWS CodeCommit リポジト
リの場合は、コミットメッセージ。Amazon S3 バケットまたはアクションの場合は、オブジェクトメタ
データに指定された codepipeline-artifact-revision-summary キーのユーザー指定コンテンツ。

• revisionUrl: アーティファクトリビジョンのコミット ID。GitHub または AWS CodeCommit リポジトリ
に保存されているアーティファクトの場合、コミット ID はコミットの詳細ページにリンクされていま
す。

get-pipeline-execution コマンドを実行して、パイプライン実行で追加された最新のソースリビジョンに関
する情報を表示できます。get-pipeline-state コマンドを実行して、パイプラインのすべてのステージに関
する詳細を取得したら、ソースリビジョンの詳細を必要とするステージに適用される実行 ID を特定しま
す。次に、その実行 ID を get-pipeline-execution コマンドで使用します (パイプラインのステージは、別の
パイプラインの実行時に正常に完了している場合があるため、別の実行 ID が割り当てられていることがあ
ります。)
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つまり、Staging ステージに現在あるアーティファクトに関する詳細を表示する場合は、get-pipeline-
state コマンドを実行し、Staging ステージの現在の実行 ID を特定してから、その実行 ID を使用して get-
pipeline-execution コマンドを実行します。

パイプラインのソースリビジョンを表示するには

1. ターミナル (Linux、macOS、Unix) またはコマンドプロンプト (Windows) を開き、AWS CLI を使用し
て get-pipeline-state のコマンドを実行します。MyFirstPipeline という名前のパイプラインののた
めに、以下のように入力します：

aws codepipeline get-pipeline-state --name MyFirstPipeline

このコマンドは、各ステージの最新のパイプライン実行 ID を含む、パイプラインの最新の状態を返し
ます。

2. パイプライン実行の詳細を表示するには、get-pipeline-execution コマンドを実行します。この場
合、パイプラインの一意の名前と、アーティファクトの詳細を表示する特定の実行のパイプライン
実行 ID を指定します。例えば、名前が MyFirstPipeline で、実行 ID が 3137f7cb-7cf7-039j-s83l-
d7eu3EXAMPLE のパイプラインの実行に関する詳細を表示するには、以下のように入力します：

aws codepipeline get-pipeline-execution --pipeline-name MyFirstPipeline --pipeline-
execution-id 3137f7cb-7cf7-039j-s83l-d7eu3EXAMPLE

このコマンドは、パイプライン実行の一部である各ソースリビジョンに関する情報と、パイプライン
を識別する情報を返します。実行に含まれていたパイプラインステージに関する情報のみが含まれま
す。パイプライン実行の一部ではなかった、パイプラインの他のステージが存在する可能性がありま
す。

以下の例は、MyFirstPipeline という名前のパイプラインの一部に対して返されたデータを示しま
す。ここで、"MyApp" という名前のアーティファクトは GitHub リポジトリに保存されています。

3.
{ 
    "pipelineExecution": { 
        "artifactRevisions": [ 
            { 
                "created": 1427298837.7689769, 
                "name": "MyApp", 
                "revisionChangeIdentifier": "1427298921.3976923", 
                "revisionId": "7636d59f3c461cEXAMPLE8417dbc6371", 
                "revisionSummary": "Updating the application for feature 12-4820", 
                "revisionUrl": "https://api.github.com/repos/anycompany/MyApp/git/
commits/7636d59f3c461cEXAMPLE8417dbc6371" 
            } 
            //More revisions might be listed here 
        ], 
        "pipelineExecutionId": "3137f7cb-7cf7-039j-s83l-d7eu3EXAMPLE", 
        "pipelineName": "MyFirstPipeline", 
        "pipelineVersion": 2, 
        "status": "Succeeded" 
    }
}

アクション実行を表示する (CLI)
パイプラインのアクションの実行に関する詳細として、アクションの実行 ID、入力アーティファクト、出
力アーティファクト、実行結果、ステータスなどを表示できます。パイプライン実行のアクションのリス
トを取得するには、実行 ID フィルターを指定します。
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Note

詳細な実行履歴は 2019 年 2 月 21 日以降に実行されたものについて利用できます。

• パイプラインのアクションの実行を表示するには、以下のいずれかを実行します。

• パイプラインのすべてのアクション実行に関する詳細を表示するには、パイプラインの一意の名前
を指定して、list-action-executions コマンドを実行します。例えば、MyFirstPipeline という名
前のパイプラインについてアクションの実行を表示するには、以下のように入力します:

aws codepipeline list-action-executions --pipeline-name MyFirstPipeline

以下は、このコマンドの出力例の一部です。

{ 
    "actionExecutionDetails": [ 
        { 
            "actionExecutionId": "ID", 
            "lastUpdateTime": 1552958312.034, 
            "startTime": 1552958246.542, 
            "pipelineExecutionId": "Execution_ID", 
            "actionName": "Build", 
            "status": "Failed", 
            "output": { 
                "executionResult": { 
                    "externalExecutionUrl": "Project_ID", 
                    "externalExecutionSummary": "Build terminated with state: 
 FAILED", 
                    "externalExecutionId": "ID" 
                }, 
                "outputArtifacts": [] 
            }, 
            "stageName": "Beta", 
            "pipelineVersion": 8, 
            "input": { 
                "configuration": { 
                    "ProjectName": "java-project" 
                }, 
                "region": "us-east-1", 
                "inputArtifacts": [ 
                    { 
                        "s3location": { 
                            "bucket": "codepipeline-us-east-1-ID", 
                            "key": "MyFirstPipeline/MyApp/Object.zip" 
                        }, 
                        "name": "MyApp" 
                    } 
                ], 
                "actionTypeId": { 
                    "version": "1", 
                    "category": "Build", 
                    "owner": "AWS", 
                    "provider": "CodeBuild" 
                } 
            } 
        },

. . . 

• パイプラインの実行についてすべてのアクションの実行を表示するには、パイプラインの一意の名
前と実行 ID を指定して、list-action-executions コマンドを実行します。例えば、Execution_ID
のアクションの実行を表示するには、以下のように入力します。

API バージョン 2015-07-09
243



AWS CodePipeline ユーザーガイド
パイプラインを削除します。

aws codepipeline list-action-executions --pipeline-name MyFirstPipeline --filter 
 pipelineExecutionId=Execution_ID

• 以下は、このコマンドの出力例の一部です。

{ 
    "actionExecutionDetails": [ 
        { 
            "stageName": "Beta", 
            "pipelineVersion": 8, 
            "actionName": "Build", 
            "status": "Failed", 
            "lastUpdateTime": 1552958312.034, 
            "input": { 
                "configuration": { 
                    "ProjectName": "java-project" 
                }, 
                "region": "us-east-1", 
                "actionTypeId": { 
                    "owner": "AWS", 
                    "category": "Build", 
                    "provider": "CodeBuild", 
                    "version": "1" 
                }, 
                "inputArtifacts": [ 
                    { 
                        "s3location": { 
                            "bucket": "codepipeline-us-east-1-ID", 
                            "key": "MyFirstPipeline/MyApp/Object.zip" 
                        }, 
                        "name": "MyApp" 
                    } 
                ] 
            },

. . . 

CodePipeline でパイプラインを作成します。
パイプラインは好きなときに編集して機能を変更することができますが、削除することもできます。AWS 
CodePipeline コンソール、または AWS CLI の delete-pipeline コマンドを使用して、パイプラインを削除
できます。

トピック
• パイプラインを削除する (コンソール) (p. 244)
• パイプラインを削除する (CLI) (p. 245)

パイプラインを削除する (コンソール)
パイプラインを削除するには

1. AWS Management Console にサインインして、CodePipeline コンソール (https://
console.aws.amazon.com/codesuite/codebuild/home を開きます。
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AWS アカウントに関連付けられているすべてのパイプラインの名前とステータスが表示されます。
2. [Name] で、削除するパイプラインの名前を選択します。
3. パイプライン詳細ページで、[編集] を選択します。
4. [Edit] ページで、[Delete] を選択します。
5. フィールドに「delete」と入力して確認し、[Delete (削除)] を選択します。

Important

このアクションは元に戻すことができません。

パイプラインを削除する (CLI)
AWS CLI を使用してパイプラインを手動で削除するには、[パイプラインを削除する] コマンドを使用しま
す。

Important

パイプラインを削除すると、元に戻すことはできません。確認ダイアログボックスは表示されま
せん。コマンド実行後、パイプラインは削除されますが、パイプラインで使用したリソースは削
除されません。これにより、そのようなリソースを使用する新しいパイプラインを作成し、ソフ
トウェアのリリースを自動化しやすくなります。

パイプラインを削除するには

1. ターミナル (Linux、macOS、または Unix) またはコマンドプロンプト (Windows) を開き、AWS CLI 
を使用して delete-pipeline コマンドを実行し、削除するパイプラインの名前を指定します。たとえ
ば、[MyFirstPipeline] という名前のパイプラインを削除するには、以下のようにします。

aws codepipeline delete-pipeline --name MyFirstPipeline

このコマンドは何も返しません。
2. 不要になったリソースをすべて削除します。

Note

パイプラインを削除しても、パイプラインで使用されているリソースは削除されません。た
とえば、コードのデプロイに使用した CodeDeploy または Elastic Beanstalk アプリケーショ
ンは削除されません。また、CodePipeline コンソールからパイプラインを作成した場合は、
パイプラインのアーティファクトの保存用に作成された Amazon S3 バケット CodePipeline 
も削除されません。不要なリソースは必ず削除し、今後課金されないようにしてください。
たとえば、コンソールを使用して初めてパイプラインを作成する場合、1 つの Amazon S3 バ
ケットを CodePipeline で作成し、すべてのパイプラインのすべてのアーティファクトを保存
します。すべてのパイプラインを削除した場合は、「バケットの削除」のステップに従いま
す。

他の CodePipeline AWSアカウントからリソースを
使用するパイプラインを作成する

他の AWS アカウントによって作成し、管理されるリソースを使用するパイプラインを作成します。たと
えば、パイプラインと CodeDeploy リソースに別のアカウントを使用します。
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Note

複数のアカウントからのアクションを使用してパイプラインを作成する場合は、クロスアカウン
トパイプラインの制限内で、それらが引き続き案件にアクセスできるようにアクションを構成す
る必要があります。クロスアカウントのアクションには、以下の制限が適用されます。

• 一般的に、アクションは次の場合にのみ、アーティファクトを消費できます。
• アーティファクトがパイプラインアカウントと同じアカウントにある
• アーティファクトが別のアカウントのアクションに対してパイプラインアカウントで作成さ

れている
• アーティファクトが、アクションと同じアカウントで前のアクションによって生成されてい

る

つまり、どちらのアカウントもパイプラインアカウントでない場合は、あるアカウントから別
のアカウントにアーティファクトを渡すことはできません。

• 以下のアクションタイプでは、クロスアカウントアクションはサポートされていません。
• Jenkins ビルドアクション

この例では、使用する AWS Key Management Service(AWS KMSキー) を作成してパイプラインに追加
し、クロスアカウントアクセスを有効化するようにアカウントのポリシーおよびロールをセットアップし
ます。AWS KMS キーの場合、キー ID 、キー ARN 、またはエイリアス ARN を使用できます。

Note

エイリアスは、カスタマーマスターキー (KMS) を作成したアカウントでのみ認識されます。クロ
スアカウントアクションの場合、キー ID またはキー ARN のみを使用してキーを識別できます。
クロスアカウントアクションには他のアカウント (AccountB) のロールを使用するため、キー ID 
を指定すると他のアカウント (AccountB) のキーが使用されます。

このウォークスルーおよびサンプルでは、AccountAは、パイプラインの作成に使用したアカウントで
す。このアカウントでは、AWS CodePipeline で使用するパイプラインアーティファクトやサービスロー
ルの保存先である Amazon S3 バケットにアクセスできます。AccountB は、 CodeDeploy によって使用
されるアプリケーション、デプロイグループ、 CodeDeployおよびサービスロールを作成するために使用
したアカウントです。

AccountA が AccountB CodeDeploy ###################################AccountA が次の
ことを行う必要があります。

• AccountB の ARN またはアカウント ID をリクエストします (このウォークスルーで、AccountB ID 
は012ID_ACCOUNT_B)。

• パイプラインのリージョンで、AWS KMSカスタマーマネージドキーを作成または使用し、そのキーを
使用して、サービスロール (CodePipeline_Service_Role) および AccountB にアクセス許可を付与
します。

• AccountB に許可する Amazon S3 バケットポリシーを作成し、Amazon S3 バケットへのアクセス (例
えば codepipeline-us-east-2-1234567890 など).

• AccountA # AccountB によって設定されたロールを引き受けることを許可するポリシーを作成し、
そのポリシーをサービスロール (CodePipeline_Service_Role) にアタッチします。

• デフォルトキーではなく、カスタマーマネージドAWS KMS キーを使用するようにパイプラインを編集
します。

AccountB のリソースが、AccountA で作成されているパイプラインにアクセスできるようにするに
は、AccountB は以下のように行います。

• AccountA の ARN またはアカウント ID をリクエストします (このウォークスルーで、AccountA ID は
012ID_ACCOUNT_A)。
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• Amazon S3 バケット (codepipeline-us-east-2-1234567890) CodeDeploy へのアクセスを許可す
るように設定された Amazon EC2 インスタンスロールに適用されるポリシーを作成します。

• 設定した Amazon EC2 インスタンスロールに適用するポリシーを作成し、AccountA のパイプライン
アーティファクトの暗号化に使用される CodeDeploy AWS KMS顧客管理キーへのアクセスを許可する
ポリシーを作成し、AccountA のアーティファクトの暗号化に使用される顧客管理キーへのアクセスを
許可します。

• IAM ロール (CrossAccount_Role) を設定し、AccountA を選択してロールを引き受けることができま
す。

• パイプラインで必要なデプロイリソースにアクセスできるようにするポリシーを作成
し、CrossAccount_Role にアタッチします。

• Amazon S3 バケット (codepipeline-us-east-2-1234567890) へのアクセスを許可するポリシーを
作成し、それを CrossAccount_Role にアタッチします。

トピック
• 前提条件: AWS KMS 暗号化キーを作成する (p. 247)
• ステップ 1: アカウントポリシーおよびロールをセットアップする (p. 247)
• ステップ 2: パイプラインを編集する  (p. 253)

前提条件: AWS KMS 暗号化キーを作成する
カスタマーマネージドキーはリージョンに固有であり、すべて AWS KMS キーです。パイプラインが作
成された同じリージョンでカスタマー管理 AWS KMS キーを作成する必要があります。(例えば、us-
east-2)

AWS KMS でカスタマーマネージドポリシーを作成するには

1. AWS Management Console を使用して AccountA にサインインし、AWS KMS コンソールを開きま
す。

2. 左側で [カスタマー管理キー]を選択します。
3. [キーの作成] を選択します。[キーの設定] で、[対称] のデフォルトを選択したまま、[次] を選択しま

す。
4. 「エイリアス」に、このキーに使用するエイリアスを入力します (たとえば、PipelineName-Key)。

必要に応じて、このキーの説明とタグを入力し、[次] を選択します。
5. [キー管理アクセス許可の定義] で、このキーの管理者となるロールを選択し、[次のステップ] を選択

します。
6. [キーの利用方法許可の定義] の [このアカウント] で、パイプラインのサービスロールの名前 (例えば 

CodePipeline _Service_Role など) を選択します。[別の AWS アカウント] で、追加 [別の AWS アカ
ウント] を選択します。ARN の一部として AccountB のアカウント ID を入力し、[次へ ] を選択しま
す。

7. [キーポリシーの確認と編集]で、ポリシーを確認し、[完了]を選択します。
8. キーのリストから、キーのエイリアスを選択し、その ARN (arn:aws:kms:us-

east-2:012ID_ACCOUNT_A:key/2222222-3333333-4444-556677EXAMPLEなど) にコピーしま
す。この ARN は、パイプラインの編集時とポリシーの設定時に必要になります。

ステップ 1: アカウントポリシーおよびロールをセッ
トアップする
AWS KMS キーを作成したら、クロスアカウントアクセスを有効にするポリシーを作成してアタッチしま
す。作成するには、AccountAおよびAccountBの両方からアクションを行う必要があります。
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およびロールをセットアップする

トピック
• パイプラインを作成するポリシーおよびロールをアカウントに設定する (AccountA) (p. 248)
• AWS リソースを所有するポリシーおよびロールをアカウントに設定する (AccountB) (p. 250)

パイプラインを作成するポリシーおよびロールをアカウントに設
定する (AccountA)
他の CodeDeploy AWSアカウントに関連付けられているリソースを使用するパイプラインを作成するに
は、AccountA で、アーティファクトを保存するAmazon S3 および、のサービスロールの両方のポリシー
を設定する必要があります CodePipeline。

AccountB へのアクセスを許可する Amazon S3 バケットのポリシーを作成するには (コンソール)

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

2. Amazon S3 バケットのリストで、パイプラインのアーティファクトが保存される Amazon S3バケッ
トを選択します。codepipeline-region-1234567EXAMPLEこのバケットには名前が付けられま
す。ここで、AWSregion はパイプラインを作成したリージョンであり、1234567EXAMPLE はバケッ
ト名を一意にするための 10 桁の乱数 (codepipeline-us-east-2-1234567890 など) です。

3. Amazon S3 バケットの詳細ページで、[Properties] を選択します。
4. プロパティペインで、[アクセス許可] を展開し、[バケットポリシーの追加]を選択します。

Note

ポリシーがAmazon S3バケットにすでにアタッチされている場合は、バケットポリシーの編
集 を選択します。以下の例のステートメントを既存のポリシーに追加できます。新しいポリ
シーを追加するには、そのためのリンクを選択し、AWSポリシージェネレーターの指示に従
います。詳細については、「IAMポリシーの概要」を参照してください。

5. [Bucket Policy Editor]ウィンドウに以下のポリシーを入力します。これにより、AccountB はパイプラ
インアーティファクトにアクセスできるようになり、カスタムソースやビルドアクションなどのアク
ションによって作成された場合は、AccountBで出力アーティファクトを追加することができます。

次の例では、AccountBの ARN は、012ID_ACCOUNT_Bです。Amazon S3 バケットの ARN は次のと
おりです。codepipeline-us-east-2-1234567890。これらの ARN を、アクセスを許可するアカ
ウントの ARN、および Amazon S3 バケットの ARN に置き換えます。

 { 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Id": "SSEAndSSLPolicy", 
  "Statement": [ 
 { 
   "Sid": "DenyUnEncryptedObjectUploads", 
   "Effect": "Deny", 
   "Principal": "*", 
   "Action": "s3:PutObject", 
   "Resource": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890/*", 
   "Condition": { 
  "StringNotEquals": { 
  "s3:x-amz-server-side-encryption": "aws:kms" 
  } 
    } 
  }, 
 { 
   "Sid": "DenyInsecureConnections", 
   "Effect": "Deny", 
   "Principal": "*", 
   "Action": "s3:*", 

API バージョン 2015-07-09
248

https://console.aws.amazon.com/s3/
https://console.aws.amazon.com/s3/
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/policies_overview.html


AWS CodePipeline ユーザーガイド
ステップ 1: アカウントポリシー
およびロールをセットアップする

   "Resource": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890/*", 
   "Condition": { 
  "Bool": { 
     "aws:SecureTransport": false 
   } 
  } 
   }, 
 { 
   "Sid": "", 
   "Effect": "Allow", 
   "Principal": { 
  "AWS": "arn:aws:iam::012ID_ACCOUNT_B:root" 
  }, 
   "Action": [ 
            "s3:Get*", 
            "s3:Put*" 
        ], 
   "Resource": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890/*" 
 }, 
 { 
   "Sid": "", 
   "Effect": "Allow", 
   "Principal": { 
       "AWS": "arn:aws:iam::012ID_ACCOUNT_B:root" 
   }, 
   "Action": "s3:ListBucket", 
   "Resource": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890" 
 } 
   ]
} 

6. [保存] を選択したら、ポリシーエディタを閉じます。
7. [保存] を選択して、Amazon S3 バケットに対するアクセス権限を保存します。

のサービスロールのポリシーを作成するには CodePipeline (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで [Roles(ロール)] を選択します。
3. [ロール名] の下にあるロールのリストで、 CodePipeline のサービスロールの名前を選択します。
4. [アクセス許可] タブで [インラインポリシーの追加]を選択します。
5. [JSON] タブをクリックし、次のポリシーを入力して許可します。 AccountB を選択してロールを引

き受けることができます。次の例では、012ID_ACCOUNT_Bは、AccountBの ARN です。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": { 
       "Effect": "Allow", 
       "Action": "sts:AssumeRole", 
       "Resource": [ 
           "arn:aws:iam::012ID_ACCOUNT_B:role/*" 
       ] 
   } 
 }

6. [ポリシーの確認]を選択します。
7. [名前] に、このポリシーの名前を入力します。[Create policy]を選択します。
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AWS リソースを所有するポリシーおよびロールをアカウントに
設定する (AccountB)
でアプリケーション、デプロイ、デプロイグループを作成したら CodeDeploy、Amazon EC2 インスタ
ンスロールも作成します。([Run Deployment Walkthrough]ウィザードを使用している場合はこのロー
ルが作成されますが、手動で作成することもできます。) AccountA ############# AccountB 
CodeDeploy  で作成されたリソースを使用するには、以下を行う必要があります。

• パイプラインアーティファクトが保存されている Amazon S3 バケットにアクセスできるようにするイ
ンスタンスロールのポリシーを設定します。

• クロスアカウントアクセス用に設定されているAccountBに 2 番目のロールを作成します。

この 2 番目のロールは、AccountA で Amazon S3 バケットにアクセスできるだけでなく、 
CodeDeploy リソースへのアクセスを許可するポリシーと、AccountA を選択してロールを引き受ける
ことができます。

Note

これらのポリシーは、他のAWSアカウントを使用して作成されているパイプラインで使用され
る CodeDeploy リソースのセットアップにのみ使用できます。そのほかの AWS リソースの場
合は、リソース要件固有のポリシーが必要です。

(コンソール) 用に設定した Amazon EC2 インスタンスロールのポリシーを作成するには 
CodeDeploy (コンソール)

1. AccountBAWS Management Console でにサインインして、IAM コンソール [https:// 
console.aws.amazon.com/iam/] を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Roles (ロール)]を選択します。
3. [ロール名] の下にあるロールのリストで、 CodeDeploy アプリケーションの Amazon EC2 インスタン

スロールとして使用するサービスロールの名前を選択します。このロール名はさまざまで、デプロイ
グループで複数のインスタンスロールを使用できます。詳細については、「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」を参照してください。

4. [Permissions] (アクセス許可) タブで [Add inline policy] (インラインポリシーの追加) を選択します。
5. JSON タブを選択し、次のポリシーを入力して、AccountA がパイプラインのアーティファクトを保

存するために使用する Amazon S3 バケットへのアクセスを許可します (この例では codepipeline-
us-east-2-1234567890)。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
     { 
       "Effect": "Allow", 
       "Action": [ 
         "s3:Get*" 
       ], 
       "Resource": [ 
         "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890/*" 
       ] 
     }, 
     { 
       "Effect": "Allow", 
       "Action": [ 
         "s3:ListBucket" 
       ], 
       "Resource": [ 
         "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890" 
       ] 
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     } 
   ] 
 }

6. [ポリシーの確認]を選択します。
7. [名前] に、このポリシーの名前を入力します。[Create policy]を選択します。
8. AWS KMS の2番目のポリシーを作成します。このポリシーで、 arn:aws:kms:us-

east-1:012ID_ACCOUNT_A:key/2222222-3333333-4444-556677EXAMPLE は  AccountAで
作成されたカスタマーマネージドキーの ARN であり、AccountB にそのキーの使用を許可していま
す。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
      { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
           "kms:DescribeKey", 
           "kms:GenerateDataKey*", 
           "kms:Encrypt", 
           "kms:ReEncrypt*", 
           "kms:Decrypt" 
          ], 
        "Resource": [ 
           "arn:aws:kms:us-
east-1:012ID_ACCOUNT_A:key/2222222-3333333-4444-556677EXAMPLE" 
          ] 
      } 
   ]
}

Important

ここで示しているように、このポリシーでは、 ####### ARN ###### AccountAAWS 
KMS のアカウント ID を使用する必要があります。使用しないと、そのポリシーは機能しま
せん。

9. [ポリシーの確認]を選択します。
10. [名前] に、このポリシーの名前を入力します。[Create policy]を選択します。

ここで、クロスアカウントアクセスに使用する IAMロールを作成し、AccountA でロールを再開できるよ
うに設定します。このロールは、AccountA ##############CocountA Amazon S3 へのアクセスを許可
するポリシーが含まれている必要があります。 CodeDeploy

IAM でクロスアカウントロールを設定するには

1. AccountBAWS Management Console でにサインインして、IAM コンソール [https:// 
console.aws.amazon.com/iam] を開きます。

2. ナビゲーションペインで [ロール] を選択します。[ロールの作成] を選択します。
3. [Select type of trusted entity](信頼できるエンティティのタイプを選択) で、[AnotherAWSaccount](別

のアカウント) を選択します。[このロールを使用できるアカウントを指定] の [アカウント ID] に、パ
イプラインを作成するアカウントのアカウント ID CodePipeline (AccountA) を入力し、[次へ:権限] 
を選択します。AWS

Note

この手順では、AccountBとAccountAとの間に信頼関係ポリシーを作成します。
4. [アクセス権限ポリシーをアタッチ] で [AmazonS3] を選択しReadOnlyAccess、[次へ:タグ] を選択しま

す。
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Note

これは、使用するポリシーではありません。ウィザードを完了するために、ポリシーを選択
する必要があります。

5. [Next: Review (次へ: レビュー)]を選択します。[ロール名] にこのロールの名前を入力します (たとえ
ば、CrossAccount_Role)。IAMの命名規則に従う限り、このロールの名前は任意に指定できます。
ロールの目的が明確になる名前を付けることを検討してください。[Create Role]を選択します。

6. ロールのリストから、作成したポリシー (CrossAccount_Role ##) ############ [Summary] 
ページを開きます。

7. [Permissions] (アクセス許可) タブで [Add inline policy] (インラインポリシーの追加) を選択します。
8. [JSON] タブで、 CodeDeploy 次のポリシーを入力してリソースへのアクセスを許可します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "codedeploy:CreateDeployment", 
        "codedeploy:GetDeployment", 
        "codedeploy:GetDeploymentConfig", 
        "codedeploy:GetApplicationRevision", 
        "codedeploy:RegisterApplicationRevision" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

9. [ポリシーの確認]を選択します。
10. [名前] に、このポリシーの名前を入力します。[ Create policy]を選択します。
11. [Permissions] (アクセス許可) タブで [Add inline policy] (インラインポリシーの追加) を選択します。
12. [JSON] タブを選択し、 以下のポリシーを入力して、このロールに AccountA の Amazon S3 バケッ

トに対する入力アーティファクトの取得と出力アーティファクトの保存を許可します。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
     { 
       "Effect": "Allow", 
       "Action": [ 
         "s3:GetObject*", 
         "s3:PutObject", 
         "s3:PutObjectAcl", 
         "codecommit:ListBranches", 
         "codecommit:ListRepositories"                 
       ], 
       "Resource": [ 
         "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890/*" 
       ] 
     } 
   ]
}

13. [ポリシーの確認]を選択します。
14. [名前] に、このポリシーの名前を入力します。[Create policy]を選択します。
15. 「権限」タブの「ポリシー名」のポリシーリストで「AmazonS3ReadOnlyAccess」を探し、ポリシー

の横にある削除アイコン (X) を選択します。プロンプトが表示されたら、[Detach]を選択します。
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ステップ 2: パイプラインを編集する
CodePipeline コンソールを使用して、他のAWSアカウントに関連付けられているリソースを使用するパイ
プラインを作成または編集することはできません。ただし、コンソールを使用してパイプラインの一般的
な構造を作成し、その後 AWS CLI を使用して、パイプラインを編集し、そのリソースを追加することが
できます。または、既存のパイプラインの構造を使用して、リソースを手動で追加することもできます。

別の AWS アカウントに関連付けられているリソースを追加するには(AWS CLI)

1. ターミナル ( Linux, macOS , or Unix ) またはコマンドプロンプト ( Windows ) で、リソースを追加す
るパイプラインに対して get-pipeline コマンドを実行します。コマンドの出力を JSON ファイルにコ
ピーします。たとえば、 MyFirstPipeline という名前のパイプラインに対しては、以下のようなコマン
ドを入力します。

aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json

出力は、pipeline.json ファイルを開きます。
2. 任意のプレーンテキストエディタで JSON ファイルを開きます。"type": 

"S3"アーティファクトストアで、KMS encryptionKey、ID、およびタイプの情
報を追加します。codepipeline-us-east-2-1234567890 はパイプライン
のアーティファクトを保存するAmazon S3 の名前であり、arn:aws:kms:us-
east-1:012ID_ACCOUNT_A:key/2222222-3333333-4444-556677EXAMPLEは作成したカスタ
マーマネージドキーの ARN です。

{ 
  "artifactStore”: { 
    "location": "codepipeline-us-east-2-1234567890",  
    "type": "S3", 
    "encryptionKey": { 
      "id": "arn:aws:kms:us-
east-1:012ID_ACCOUNT_A:key/2222222-3333333-4444-556677EXAMPLE", 
      "type": "KMS" 
    } 
  },

3. AccountB CodeDeploy に関連するリソースを使用するためのデプロイアクションをステージに追加し
て、AccountB に関連するリソース (CrossAccount_Role)roleArn に指定します。

以下の例では、という名前のデプロイアクションを追加する JSON を示していま
すExternalDeploy。AccountB CodeDeploy  で作成されたリソースを Staging #############
###。以下の例では、AccountBの ARN は012ID_ACCOUNT_Bです。

, 
            { 
                "name": "Staging", 
                "actions": [ 
                    { 
                        "inputArtifacts": [ 
                            { 
                                "name": "MyAppBuild" 
                            } 
                        ], 
                        "name": "ExternalDeploy", 
                        "actionTypeId": { 
                            "category": "Deploy", 
                            "owner": "AWS", 
                            "version": "1", 
                            "provider": "CodeDeploy" 
                        }, 
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                        "outputArtifacts": [], 
                        "configuration": { 
                            "ApplicationName": "AccountBApplicationName", 
                            "DeploymentGroupName": "AccountBApplicationGroupName" 
                        }, 
                        "runOrder": 1, 
                        "roleArn": 
 "arn:aws:iam::012ID_ACCOUNT_B:role/CrossAccount_Role" 
                    } 
                ] 
            }

Note

これは、パイプライン全体の JSON ではなく、ステージでのアクションの構造です。
4. metadata コマンドが使用できるように、ファイルから update-pipeline 行を削除する必要があり

ます。JSON ファイルのパイプライン構造からセクションを削除します ("metadata": { } 行
と、"created"、"pipelineARN"、および"updated"フィールド)。

例えば、構造から以下の行を削除します。

"metadata": {   
  "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name", 
  "created": "date", 
  "updated": "date" 
  }

ファイルを保存します。
5. 変更を適用するには、以下のように、パイプライン JSON ファイルを指定して、 update-pipeline コマ

ンドを実行します。

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 codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json

このコマンドは、編集したパイプラインの構造全体を返します。

別の AWS アカウントに関連付けられているリソースを使用するパイプラインをテストするには

1. ターミナル ( Linux, macOS , or Unix ) またはコマンドプロンプト ( Windows ) で、以下のように、パ
イプラインの名前を指定して、start-pipeline-execution コマンドを実行します。

aws codepipeline start-pipeline-execution --name MyFirstPipeline

詳細については、「パイプラインを手動で開始する (p. 205)」を参照してください。
2. AccountAAWS Management Console でにログインし、http://console.aws.amazon.com/codesuite/

codepipeline/home CodePipeline でコンソールを開きます。

AWS アカウントに関連付けられているすべてのパイプラインの名前が表示されます。
3. [Name]で、先ほど編集したパイプラインの名前を選択します。これにより、パイプラインの詳細

ビューが開いて、パイプラインの各ステージの各アクションの状態などがわかります。
4. パイプラインの進行状況を監視します。別の AWS アカウントに関連付けられているリソースを使用

するアクションの成功メッセージを待ちます。API バージョン 2015-07-09
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イベントベースの変更検出を使用する

Note

AccountA を使用してサインインしている間にアクションの詳細を表示しようとすると、エ
ラーが発生します。サインアウトしてから、AccountB でサインインして、 CodeDeploy で
デプロイの詳細を表示します。

ポーリングパイプラインを移行してイベントベース
の変更検出を使用する

AWS CodePipeline は、完全なエンドツーエンドの継続的デリバリーをサポートしています。このサービ
スでは、コードの変更があると、パイプラインが開始されます。コード変更時にパイプラインを起動する
方法には、イベントベースの変更検出とポーリングの 2 つがサポートされています。パイプラインにはイ
ベントベースの変更検出を使用することをお勧めします。

ここに記載されている手順を使用して、ポーリングパイプラインをパイプラインのイベントベースの変更
検出方法に移行 (更新) します。

パイプラインで推奨されるイベントベースの変更検出方法は、パイプラインソース（など）によって決ま
りますCodeCommit。その場合、たとえば、ポーリングパイプラインをCloudWatch Events によるイベン
トベースの変更検出に移行する必要があります。

ポーリングパイプラインを移行する方法
ポーリングパイプラインを移行するには、ポーリングパイプラインを決定してから、推奨されるイベント
ベースの変更検出方法を決定します。

• の手順に従ってアカウントのポーリングパイプラインを表示する (p. 256)、ポーリングパイプラインを
決定してください。

• 表からパイプラインのソースタイプを見つけ、ポーリングパイプラインの移行に使用したい実装の手
順を選択します。各セクションには、CLI やを使用するなど、複数の移行方法が含まれていますAWS 
CloudFormation。

パイプラインを推奨される変更検出方法に移行する方法

AWS CodeCommit CloudWatchアマゾンEvents (推奨) CodeCommitソースを使用してポーリン
グパイプラインを移行 (p. 259) を参照
してください。

Amazon S3 AmazonCloudWatch Events (推奨) 
とAWS CloudTrail証跡。

S3 ソースを使用してポーリングパイプラ
インを移行 (p. 273) を参照してくださ
い。

GitHub バージョン 1 接続 (推奨) GitHubバージョン 1 ソースアクションの
ポーリングパイプラインを Connections 
に移行 (p. 296) を参照してください。

GitHub バージョン 1 ウェブフック GitHubバージョン 1 ソースアクションの
ポーリングパイプラインを Webhook に
移行 (p. 298) を参照してください。
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Important

GitHubバージョン 1 アクションのパイプラインなど、該当するパイプラインアクション設定の更
新では、PollForSourceChangesソースアクションの設定内でパラメーターを明示的に false
に設定して、パイプラインのポーリングを停止する必要があります。その結果、両方のイベン
トベースの変更検出を使用してパイプラインを誤って構成する可能性があります。そして例え
ばCloudWatch Events ルールを設定して、PollForSourceChangesパラメータをポーリング
します。これにより、パイプラインが重複して実行される可能性があり、パイプラインはポー
リング中のパイプラインの合計数の制限に対してカウントされます。この制限はデフォルトでは
イベントベースのパイプラインよりもかなり低くなっています。詳細については、「のクォータ
AWSCodePipeline (p. 586)」を参照してください。

アカウントのポーリングパイプラインを表示する
最初のステップとして、次のいずれかの方法を使用して、アカウント内のどのパイプラインがポーリング
用に設定されているかを判断します。これらは、イベントベースの変更検出に移行するためのパイプライ
ンです。

アカウントのポーリングパイプラインを表示する (スクリプト)
以下の手順に従って、スクリプトを使用して、ポーリングを使用しているアカウント内のパイプラインを
特定します。

1. ターミナルウィンドウを開き、次のいずれかを実行します。

• 次のコマンドを実行して、PollingPipelinesExtractor.sh という名前の新しいスクリプトを作成しま
す。

vi PollingPipelinesExtractor.sh

• Python スクリプトを使用するには、次のコマンドを実行して、PollingPipelinesExtractor.py という
名前の新しい Python スクリプトを作成します。

vi PollingPipelinesExtractor.py

2. PollingPipelinesExtractor次のコードをコピーしてスクリプトに貼り付けます。以下のいずれかを実行
します。

• PollingPipelinesExtractor次のコードをコピーして.sh スクリプトに貼り付けます。

#!/bin/bash

set +x

POLLING_PIPELINES=()
LAST_EXECUTED_DATES=()
NEXT_TOKEN=null
HAS_NEXT_TOKEN=true
if [[ $# -eq 0 ]] ; then 
    echo 'Please provide region name' 
    exit 0
fi
REGION=$1

while [ "$HAS_NEXT_TOKEN" != "false" ]; do 
    if [ "$NEXT_TOKEN" != "null" ]; 
        then 
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            LIST_PIPELINES_RESPONSE=$(aws codepipeline list-pipelines --region 
 $REGION --next-token $NEXT_TOKEN) 
        else 
            LIST_PIPELINES_RESPONSE=$(aws codepipeline list-pipelines --region 
 $REGION) 
    fi 
    LIST_PIPELINES=$(jq -r '.pipelines[].name' <<< "$LIST_PIPELINES_RESPONSE") 
    NEXT_TOKEN=$(jq -r '.nextToken' <<< "$LIST_PIPELINES_RESPONSE") 
    if [ "$NEXT_TOKEN" == "null" ]; 
        then 
            HAS_NEXT_TOKEN=false 
    fi 

    for pipline_name in $LIST_PIPELINES 
    do 
        PIPELINE=$(aws codepipeline get-pipeline --name $pipline_name --region 
 $REGION) 
        HAS_POLLABLE_ACTIONS=$(jq '.pipeline.stages[].actions[] | 
 select(.actionTypeId.category == "Source") | select(.actionTypeId.owner 
 == ("ThirdParty","AWS")) | select(.actionTypeId.provider == 
 ("GitHub","S3","CodeCommit")) | select(.configuration.PollForSourceChanges == 
 ("true",null))' <<< "$PIPELINE") 
        if [ ! -z "$HAS_POLLABLE_ACTIONS" ]; 
        then 
            POLLING_PIPELINES+=("$pipline_name") 
            PIPELINE_EXECUTIONS=$(aws codepipeline list-pipeline-executions --
pipeline-name $pipline_name --region $REGION) 
            LAST_EXECUTION=$(jq -r '.pipelineExecutionSummaries[0]' <<< 
 "$PIPELINE_EXECUTIONS") 
            if [ "$LAST_EXECUTION" != "null" ]; 
                then 
                    LAST_EXECUTED_TIMESTAMP=$(jq -r '.startTime' <<< 
 "$LAST_EXECUTION") 
                    LAST_EXECUTED_DATE="$(date -r ${LAST_EXECUTED_TIMESTAMP%.*})" 
                else 
                    LAST_EXECUTED_DATE="Not executed in last year" 
            fi 
            LAST_EXECUTED_DATES+=("$LAST_EXECUTED_DATE") 
        fi 
    done

done

fileName=$REGION-$(date +%s)
printf "| %-30s | %-30s |\n" "Polling Pipeline Name" "Last Executed Time"
printf "| %-30s | %-30s |\n" "_____________________" "__________________"
for i in "${!POLLING_PIPELINES[@]}"; do 
  printf "| %-30s | %-30s |\n" "${POLLING_PIPELINES[i]}" "${LAST_EXECUTED_DATES[i]}" 
  printf "${POLLING_PIPELINES[i]}," >> $fileName.csv
done

printf "\nSaving Polling Pipeline Names to file $fileName.csv."

• PollingPipelinesExtractor次のコードをコピーして.py スクリプトに貼り付けます。

import boto3
import sys
import time
import math

hasNextToken = True
nextToken = ""
pollablePipelines = []
lastExecutedTimes = []
if len(sys.argv) == 1: 
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    raise Exception("Please provide region name.")
session = boto3.Session(profile_name='default', region_name=sys.argv[1])
codepipeline = session.client('codepipeline')

def is_pollable_action(action): 
    actionTypeId = action['actionTypeId'] 
    configuration = action['configuration'] 
    return actionTypeId['owner'] in {"AWS", "ThirdParty"} 
 and actionTypeId['provider'] in {"GitHub", "CodeCommit", 
 "S3"} and ('PollForSourceChanges' not in configuration or 
 configuration['PollForSourceChanges'] == 'true')

def has_pollable_actions(pipeline): 
    hasPollableAction = False 
    pipelineDefinition = codepipeline.get_pipeline(name=pipeline['name'])['pipeline'] 
    for action in pipelineDefinition['stages'][0]['actions']: 
        hasPollableAction = is_pollable_action(action) 
        if hasPollableAction: 
            break 
    return hasPollableAction

def get_last_executed_time(pipelineName): 
    
 pipelineExecutions=codepipeline.list_pipeline_executions(pipelineName=pipelineName)
['pipelineExecutionSummaries'] 
    if pipelineExecutions: 
        return pipelineExecutions[0]['startTime'].strftime("%A %m/%d/%Y, %H:%M:%S") 
    else: 
        return "Not executed in last year"

while hasNextToken: 
    if nextToken=="": 
        list_pipelines_response = codepipeline.list_pipelines() 
    else: 
        list_pipelines_response = codepipeline.list_pipelines(nextToken=nextToken) 
    if 'nextToken' in list_pipelines_response: 
        nextToken = list_pipelines_response['nextToken'] 
    else: 
        hasNextToken= False 
    for pipeline in list_pipelines_response['pipelines']: 
        if has_pollable_actions(pipeline): 
            pollablePipelines.append(pipeline['name']) 
            lastExecutedTimes.append(get_last_executed_time(pipeline['name']))

fileName="{region}-
{timeNow}.csv".format(region=sys.argv[1],timeNow=math.trunc(time.time()))
file = open(fileName, 'w')

print ("{:<30} {:<30} {:<30}".format('Polling Pipeline Name', '|','Last Executed 
 Time'))
print ("{:<30} {:<30} {:<30}".format('_____________________', 
 '|','__________________'))
for i in range(len(pollablePipelines)): 
    print("{:<30} {:<30} {:<30}".format(pollablePipelines[i], '|', 
 lastExecutedTimes[i])) 
    file.write("{pipeline},".format(pipeline=pollablePipelines[i]))
file.close()
print("\nSaving Polling Pipeline Names to file {fileName}".format(fileName=fileName))

3. パイプラインがあるリージョンごとに、そのリージョンのスクリプトを実行する必要があります。ス
クリプトを実行するには、次のいずれかを実行します。

• 次のコマンドを実行して、PollingPipelinesExtractor.sh という名前のスクリプトを実行します。こ
の例では、リージョンは、us-west-2 です。
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./pollingPipelinesExtractor.sh us-west-2

• Pythonスクリプトの場合、PollingPipelinesExtractor次のコマンドを実行して.pyという名前のPython
スクリプトを実行します。この例では、リージョンは、us-west-2 です。

python3 PollingPipelinesExtractor.py us-west-2

スクリプトからの次のサンプル出力では、Region us-west-2 がポーリングパイプラインのリストを返
し、各パイプラインの最終実行時間を示しています。

 % ./pollingPipelineExtractor.sh us-west-2

| Polling Pipeline Name | Last Executed Time           |
| _____________________ | __________________           |
| myCodeBuildPipeline   | Wed Mar 8 09:35:49 PST 2023  |
| myCodeCommitPipeline  | Mon Apr 24 22:32:32 PDT 2023 |
| TestPipeline          | Not executed in last year    |

Saving list of polling pipeline names to us-west-2-1682496174.csv...% 

スクリプト出力を分析し、リスト内のパイプラインごとに、ポーリングソースを推奨されるイベント
ベースの変更検出方法に更新します。

このスクリプトは、アカウント内のポーリングパイプラインのリストを含む.csv ファイルも生成し、
その.csv ファイルを現在の作業フォルダーに保存することに注意してください。

CodeCommitソースを使用してポーリングパイプライ
ンを移行
Amazon Events を使用することで、ソースリポジトリまたは Amazon S3 ソースバケットの変更を検出す
るように AmazonCloudWatch Events を使用することで、CodeCommitソースリポジトリまたは Amazon 
S3 ソースバケットの変更を検出できます。

CodeCommit--CodeCommit ソースのあるパイプラインの場合は、AmazonCloudWatch Events を通じて変
更検出が自動化されるようにパイプラインを変更します。移行を実装するには、次のいずれかの方法を選
択します。

• コンソール:ポーリングパイプライン (CodeCommitまたは Amazon S3 ソース) を転送 (コンソー
ル) (p. 259)

• CLI:ポーリングパイプラインの転送 (CodeCommitソース) (CLI) (p. 260)
• AWS CloudFormation:  ポーリングパイプラインの移行 (CodeCommitソース) (AWS CloudFormationテン

プレート) (p. 263)

ポーリングパイプライン (CodeCommitまたは Amazon S3 ソー
ス) を転送 (コンソール)
CodePipelineコンソールを使用して Amazon Events を使用することで、CodeCommitソースリポジトリ
または Amazon S3 ソースバケットの変更を検出するように AmazonCloudWatch Events を使用すること
で、コンソールでパイプラインを更新できます。
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Note

コンソールを使用して Amazon S3CodeCommit ソースリポジトリや Amazon S3 ソースバケット
を含むパイプラインを編集すると、ルールと IAM ロールが自動的に作成されます。を使用してパ
イプラインを編集する場合は、AmazonCloudWatch Events ルールと IAM ロールを自分で作成す
る必要があります。AWS CLI詳細については、「 CodeCommitCloudWatchソースアクションとイ
ベント (p. 186)」を参照してください。

定期的なチェックを使用しているパイプラインを編集するには、これらの手順を使用します。パイプライ
ンを作成する場合は、「でパイプラインを作成 CodePipeline (p. 213)」を参照してください。

パイプラインソースステージを編集するには

1. AWS Management Consoleにログインし、http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/
homeCodePipeline でコンソールを開きます。

AWS アカウントに関連付けられているすべてのパイプラインの名前が表示されます。
2. [Name] で、編集するパイプラインの名前を選択します。これにより、パイプラインの詳細ビューが開

いて、パイプラインの各ステージの各アクションの状態などがわかります。
3. パイプライン詳細ページで、[編集] を選択します。
4. [Edit (編集)] ステージで、ソースアクションの編集アイコンを選択します。
5. [変更検出オプション] を展開し、[CloudWatchイベントを使用] を選択すると、変更が発生したときに

パイプラインが自動的に開始されます (推奨)。

このパイプラインに対して作成される AmazonCloudWatch Events ルールを示すメッセージが表示さ
れます。[更新] を選択します。

Amazon S3 ソースを含むパイプラインを更新する場合は、以下のメッセージが表示されます。[更新]
を選択します。

6. パイプラインの編集が終わったら、[パイプラインの変更を保存] を選択して概要ページに戻ります。

パイプラインに対して作成される AmazonCloudWatch Events ルールの名前を示すメッセージが表示
されます。[Save and continue] を選択します。

7. アクションをテストするには、AWS CLI を使用して、パイプラインのソースステージで指定された
ソースに変更をコミットすることで、変更をリリースします。

ポーリングパイプラインの転送 (CodeCommitソース) (CLI)
CloudWatchイベントルールを使用してパイプラインをポーリング (定期的なチェック) を使用しているパ
イプラインを編集するには、次の手順を使用します。パイプラインを作成する場合は、「でパイプライン
を作成 CodePipeline (p. 213)」を参照してください。

CodeCommit でイベント駆動型パイプラインを構築するには、パイプラインの PollForSourceChanges
パラメータを編集してから、以下のリソースを作成します。

• AmazonCloudWatch Events イベント
• このイベントによるパイプラインの開始を許可する IAM ロール

PollForSourceChangesパイプラインのパラメータを編集するには

Important

このメソッドを使用してパイプラインを作成すると、PollForSourceChanges パラメータはデ
フォルトで true になります (ただし、明示的に false に設定した場合は除きます)。イベントベー
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スの変更検出を追加する場合は、このパラメータを出力に追加する必要があります。ポーリング
を無効にするには、このパラメータを false に設定します。そうしないと、1 つのソース変更に対
してパイプラインが 2 回起動されます。詳細については、「 PollForSourceChanges パラメータ
のデフォルト設定 (p. 479)」を参照してください

1. get-pipeline コマンドを実行して、パイプライン構造を JSON ファイルにコピーします。例え
ば、MyFirstPipeline という名前のパイプラインに対して、以下のコマンドを実行します。

aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json

このコマンドは何も返しませんが、作成したファイルは、コマンドを実行したディレクトリにありま
す。

2. 任意のプレーンテキストエディタで JSON ファイルを開き、以下に示しているよう
に、PollForSourceChanges パラメータを false に変更してソースステージを編集します。

この変更を行う理由 このパラメータを false に変更すると、定期的チェックがオフになるため、イ
ベントベースの変更検出のみ使用することができます。

"configuration": { 
     "PollForSourceChanges": "false",
    "BranchName": "main", 
    "RepositoryName": "MyTestRepo"
},

3. get-pipeline コマンドを使用して取得したパイプライン構造を使用している場合、JSON ファイルから
metadata 行を削除します。それ以外の場合は、update-pipeline コマンドで使用することはできませ
ん。"metadata": { } 行と、"created"、"pipelineARN"、"updated" フィールドを削除しま
す。

例えば、構造から以下の行を削除します。

"metadata": { 
    "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name", 
    "created": "date", 
    "updated": "date"
},

ファイルを保存します。
4. 変更を適用するには、パイプライン JSON ファイルを指定して、update-pipeline コマンドを実行しま

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 codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json

このコマンドは、編集したパイプラインの構造全体を返します。

Note

update-pipeline コマンドは、パイプラインを停止します。update-pipeline コマンドを実行し
たときにパイプラインによりリビジョンが実行されている場合、その実行は停止します。更
新されたパイプラインによりそのリビジョンを実行するには、パイプラインを手動で開始す
る必要があります。パイプラインを手動で開始するには start-pipeline-execution コ
マンドを使用します。

API バージョン 2015-07-09
261



AWS CodePipeline ユーザーガイド
CodeCommitソースを使用して
ポーリングパイプラインを移行

CloudWatchCodeCommitCodePipelineイベントソースとターゲットとしてイベントルールを作成
するには

1. CodePipelineルールを呼び出すための AmazonCloudWatch Events アクセス許可を追加します。詳細
については、AmazonCloudWatch Events 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。

a. 次のサンプルを使用して、CloudWatch Events がサービスロールを引き受けるように信頼ポリ
シーを作成します。信頼ポリシーに trustpolicyforCWE.json と名前を付けます。

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

b. 次のコマンドを使用して、Role-for-MyRule ロールを作成し、信頼ポリシーをアタッチしま
す。

aws iam create-role --role-name Role-for-MyRule --assume-role-policy-document 
 file://trustpolicyforCWE.json

c. 次のサンプルに示すように、MyFirstPipeline というパイプラインに対して、アクセス権限ポ
リシー JSON を作成します。アクセス権限ポリシーに permissionspolicyforCWE.json と名
前を付けます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codepipeline:StartPipelineExecution" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:codepipeline:us-west-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline" 
            ] 
        } 
    ]
}

d. 次のコマンドを使用して、Role-for-MyRule ロールに CodePipeline-Permissions-
Policy-for-CWE アクセス権限ポリシーをアタッチします。

この変更を行う理由 このポリシーをロールに追加すると、CloudWatch Events のアクセス許可が
作成されます。

aws iam put-role-policy --role-name Role-for-MyRule --policy-name CodePipeline-
Permissions-Policy-For-CWE --policy-document file://permissionspolicyforCWE.json

2. put-rule コマンドを呼び出し、--name、--event-pattern、--role-arn パラメータを含めます。

この変更を行う理由 このコマンドでは、AWS CloudFormation でイベントを作成することができま
す。
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次のサンプルコマンドは、MyCodeCommitRepoRule というルールを作成します。

aws events put-rule --name "MyCodeCommitRepoRule" --event-pattern "{\"source\":
[\"aws.codecommit\"],\"detail-type\":[\"CodeCommit Repository State Change\"],
\"resources\":[\"repository-ARN\"],\"detail\":{\"referenceType\":[\"branch\"],
\"referenceName\":[\"main\"]}}" --role-arn "arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:role/Role-for-
MyRule"

3. CodePipeline をターゲットとして追加するには、put-targets コマンドを呼び出し、次のパラメータを
含めます。

• --rule パラメータは、put-rule を使用して作成した rule_name で使用されます。
• --targets パラメータは、ターゲットリストのリスト Id とターゲットパイプラインの ARN で使

用されます。

次のサンプルコマンドでは、MyCodeCommitRepoRule と呼ばれるルールに対して指定し、ターゲッ
ト Id は 1 番で構成されています。これは、ルールのターゲットのリストが何であるかを示し、この
場合は ターゲット 1 です。このサンプルコマンドでは、パイプラインのサンプルの ARN も指定され
ます。パイプラインは、リポジトリ内に変更が加えられると開始します。

aws events put-targets --rule MyCodeCommitRepoRule --targets 
 Id=1,Arn=arn:aws:codepipeline:us-west-2:80398EXAMPLE:TestPipeline

ポーリングパイプラインの移行 (CodeCommitソース) (AWS 
CloudFormationテンプレート)
AWS CodeCommit でイベント駆動型パイプラインを構築するには、パイプラインの
PollForSourceChanges パラメータを編集してから、以下のリソースをテンプレートに追加します。

• AmazonCloudWatch Events ルール
• CloudWatchイベントルールの IAM ロール

AWS CloudFormation でパイプラインを作成して管理する場合、テンプレートには以下のような内容が含
まれます。

Note

PollForSourceChanges と呼ばれるソースステージの Configuration プロパティ。プロパ
ティがテンプレートに含まれていない場合、PollForSourceChanges はデフォルトで true に
設定されます。

YAML

Resources: 
  AppPipeline:  
    Type: AWS::CodePipeline::Pipeline 
    Properties:  
      Name: codecommit-polling-pipeline 
      RoleArn:  
        !GetAtt CodePipelineServiceRole.Arn 
      Stages:  
        -  
          Name: Source 
          Actions:  
            -  
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              Name: SourceAction 
              ActionTypeId:  
                Category: Source 
                Owner: AWS 
                Version: 1 
                Provider: CodeCommit 
              OutputArtifacts:  
                - Name: SourceOutput 
              Configuration:  
                BranchName: !Ref BranchName 
                RepositoryName: !Ref RepositoryName 
                PollForSourceChanges: true 
              RunOrder: 1

JSON

"Stages": [ 
    { 
        "Name": "Source", 
  "Actions": [{ 
      "Name": "SourceAction", 
      "ActionTypeId": { 
    "Category": "Source", 
    "Owner": "AWS", 
    "Version": 1, 
    "Provider": "CodeCommit" 
      }, 
      "OutputArtifacts": [{ 
          "Name": "SourceOutput" 
      }], 
      "Configuration": { 
          "BranchName": { 
        "Ref": "BranchName" 
    }, 
    "RepositoryName": { 
        "Ref": "RepositoryName" 
    }, 
    "PollForSourceChanges": true 
            }, 
            "RunOrder": 1 
        }] 
    },

パイプラインの CloudFormationAWS CloudFormation テンプレートを更新し、CloudWatch 
Events ルールを作成する

1. テンプレートの Resources で、AWS::IAM::RoleAWS CloudFormation リソースを使用して、イベ
ントにパイプラインの開始を許可する IAM ロールを設定します。このエントリによって、2 つのポリ
シーを使用するロールが作成されます。

• 最初のポリシーでは、ロールを引き受けることを許可します。
• 2 つめのポリシーでは、パイプラインを開始するアクセス権限が付与されます。

この変更を行う理由 AWS::IAM::RoleAWS CloudFormationリソースを追加すると、CloudWatchイ
ベントの権限を作成できます。このリソースは AWS CloudFormation スタックに追加されます。

YAML

  AmazonCloudWatchEventRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
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    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - events.amazonaws.com 
            Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
        - 
          PolicyName: cwe-pipeline-execution 
          PolicyDocument: 
            Version: 2012-10-17 
            Statement: 
              - 
                Effect: Allow 
                Action: codepipeline:StartPipelineExecution 
                Resource: !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 
 'AWS::Region', ':', !Ref 'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ] 

JSON

"AmazonCloudWatchEventRole": { 
  "Type": "AWS::IAM::Role",  
  "Properties": { 
    "AssumeRolePolicyDocument": { 
      "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": [ 
        { 
          "Effect": "Allow", 
          "Principal": { 
            "Service": [ 
              "events.amazonaws.com" 
            ] 
          }, 
          "Action": "sts:AssumeRole" 
        } 
      ] 
    }, 
    "Path": "/", 
    "Policies": [ 
      { 
        "PolicyName": "cwe-pipeline-execution", 
        "PolicyDocument": { 
          "Version": "2012-10-17", 
          "Statement": [ 
            { 
              "Effect": "Allow", 
              "Action": "codepipeline:StartPipelineExecution", 
              "Resource": { 
                "Fn::Join": [ 
                  "", 
                  [ 
                    "arn:aws:codepipeline:", 
                    { 
                      "Ref": "AWS::Region" 
                    }, 
                    ":", 
                    { 
                      "Ref": "AWS::AccountId" 
                    }, 
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                    ":", 
                    { 
                      "Ref": "AppPipeline" 
                    } 
                  ]

...

2. ResourcesAWS::Events::RuleAWS CloudFormationCloudWatchテンプレートの下にあるリ
ソースを使用してイベントルールを追加します。このイベントパターンによって、CloudWatchリ
ポジトリの状態変更の検出時にリポジトリへのプッシュ変更をモニタリングするイベントが作成さ
れ、StartPipelineExecutionルールがターゲットパイプラインで呼び出されます。

なぜこの変更を行うのですか? AWS::Events::Rule リソースを追加すると、AWS CloudFormation 
でイベントを作成できるようになります。このリソースは AWS CloudFormation スタックに追加され
ます。

YAML

  AmazonCloudWatchEventRule: 
    Type: AWS::Events::Rule 
    Properties: 
      EventPattern: 
        source: 
          - aws.codecommit 
        detail-type: 
          - 'CodeCommit Repository State Change' 
        resources: 
          - !Join [ '', [ 'arn:aws:codecommit:', !Ref 'AWS::Region', ':', !Ref 
 'AWS::AccountId', ':', !Ref RepositoryName ] ] 
        detail: 
          event: 
            - referenceCreated 
            - referenceUpdated 
          referenceType: 
            - branch 
          referenceName: 
            - main 
      Targets: 
        - 
          Arn:  
            !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 'AWS::Region', ':', !Ref 
 'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ] 
          RoleArn: !GetAtt AmazonCloudWatchEventRole.Arn 
          Id: codepipeline-AppPipeline

JSON

"AmazonCloudWatchEventRule": { 
  "Type": "AWS::Events::Rule", 
  "Properties": { 
    "EventPattern": { 
      "source": [ 
        "aws.codecommit" 
      ], 
      "detail-type": [ 
        "CodeCommit Repository State Change" 
      ], 
      "resources": [ 
        { 
          "Fn::Join": [ 
            "", 
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            [ 
              "arn:aws:codecommit:", 
              { 
                "Ref": "AWS::Region" 
              }, 
              ":", 
              { 
                "Ref": "AWS::AccountId" 
              }, 
              ":", 
              { 
                "Ref": "RepositoryName" 
              } 
            ] 
          ] 
        } 
      ], 
      "detail": { 
        "event": [ 
          "referenceCreated", 
          "referenceUpdated" 
        ], 
        "referenceType": [ 
          "branch" 
        ], 
        "referenceName": [ 
          "main" 
        ] 
      } 
    }, 
    "Targets": [ 
      { 
        "Arn": { 
          "Fn::Join": [ 
            "", 
            [ 
              "arn:aws:codepipeline:", 
              { 
                "Ref": "AWS::Region" 
              }, 
              ":", 
              { 
                "Ref": "AWS::AccountId" 
              }, 
              ":", 
              { 
                "Ref": "AppPipeline" 
              } 
            ] 
          ] 
        }, 
        "RoleArn": { 
          "Fn::GetAtt": [ 
            "AmazonCloudWatchEventRole", 
            "Arn" 
          ] 
        }, 
        "Id": "codepipeline-AppPipeline" 
      } 
    ] 
  }
},

3. 更新したテンプレートをローカルコンピュータに保存し、AWS CloudFormation コンソールを開きま
す。
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4. スタックを選択し、[既存スタックの変更セットの作成] を選択します。
5. テンプレートをアップロードし、AWS CloudFormation に示された変更を表示します。これらがス

タックに加えられる変更です。新しいリソースがリストに表示されています。
6. [実行] を選択します。

PollForSourceChangesパイプラインのパラメータを編集するには
Important

多くの場合、パイプラインの作成時に PollForSourceChanges パラメータはデフォルトで 
true になります。イベントベースの変更検出を追加する場合は、このパラメータを出力に追加
する必要があります。ポーリングを無効にするには、このパラメータを false に設定します。そ
うしないと、1 つのソース変更に対してパイプラインが 2 回起動されます。詳細については、「
PollForSourceChanges パラメータのデフォルト設定 (p. 479)」を参照してください

• テンプレートで、PollForSourceChanges を false に変更します。パイプライン定義に
PollForSourceChanges が含まれていなかった場合は、追加して false に設定します。

この変更を行う理由 このパラメータを false に変更すると、定期的チェックがオフになるため、イ
ベントベースの変更検出のみ使用することができます。

YAML

          Name: Source 
          Actions:  
            -  
              Name: SourceAction 
              ActionTypeId:  
                Category: Source 
                Owner: AWS 
                Version: 1 
                Provider: CodeCommit 
              OutputArtifacts:  
                - Name: SourceOutput 
              Configuration:  
                BranchName: !Ref BranchName 
                RepositoryName: !Ref RepositoryName 
                 PollForSourceChanges: false
              RunOrder: 1

JSON

{ 
  "Name": "Source",  
  "Actions": [ 
    { 
      "Name": "SourceAction", 
      "ActionTypeId": { 
        "Category": "Source", 
        "Owner": "AWS", 
        "Version": 1, 
        "Provider": "CodeCommit" 
      }, 
      "OutputArtifacts": [ 
        { 
          "Name": "SourceOutput" 
        } 
      ], 
      "Configuration": { 
        "BranchName": { 
          "Ref": "BranchName" 
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        }, 
        "RepositoryName": { 
          "Ref": "RepositoryName" 
        }, 
        "PollForSourceChanges": false
      }, 
      "RunOrder": 1 
    } 
  ]
}, 
       

Example

これらのリソースを AWS CloudFormation で作成すると、パイプラインは、リポジトリのファイルの作成
時または更新時にトリガーされます。以下に示しているのは、最終的なテンプレートスニペットです。

YAML

Resources: 
  AmazonCloudWatchEventRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - events.amazonaws.com 
            Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
        - 
          PolicyName: cwe-pipeline-execution 
          PolicyDocument: 
            Version: 2012-10-17 
            Statement: 
              - 
                Effect: Allow 
                Action: codepipeline:StartPipelineExecution 
                Resource: !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 'AWS::Region', 
 ':', !Ref 'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ] 
  AmazonCloudWatchEventRule: 
    Type: AWS::Events::Rule 
    Properties: 
      EventPattern: 
        source: 
          - aws.codecommit 
        detail-type: 
          - 'CodeCommit Repository State Change' 
        resources: 
          - !Join [ '', [ 'arn:aws:codecommit:', !Ref 'AWS::Region', ':', !Ref 
 'AWS::AccountId', ':', !Ref RepositoryName ] ] 
        detail: 
          event: 
            - referenceCreated 
            - referenceUpdated 
          referenceType: 
            - branch 
          referenceName: 
            - main 
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      Targets: 
        - 
          Arn:  
            !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 'AWS::Region', ':', !Ref 
 'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ] 
          RoleArn: !GetAtt AmazonCloudWatchEventRole.Arn 
          Id: codepipeline-AppPipeline 
  AppPipeline:  
    Type: AWS::CodePipeline::Pipeline 
    Properties:  
      Name: codecommit-events-pipeline 
      RoleArn:  
        !GetAtt CodePipelineServiceRole.Arn 
      Stages:  
        -  
          Name: Source 
          Actions:  
            -  
              Name: SourceAction 
              ActionTypeId:  
                Category: Source 
                Owner: AWS 
                Version: 1 
                Provider: CodeCommit 
              OutputArtifacts:  
                - Name: SourceOutput 
              Configuration:  
                BranchName: !Ref BranchName 
                RepositoryName: !Ref RepositoryName 
                PollForSourceChanges: false 
              RunOrder: 1

...

JSON

    "Resources": {

... 

        "AmazonCloudWatchEventRole": { 
            "Type": "AWS::IAM::Role", 
            "Properties": { 
                "AssumeRolePolicyDocument": { 
                    "Version": "2012-10-17", 
                    "Statement": [ 
                        { 
                            "Effect": "Allow", 
                            "Principal": { 
                                "Service": [ 
                                    "events.amazonaws.com" 
                                ] 
                            }, 
                            "Action": "sts:AssumeRole" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                "Path": "/", 
                "Policies": [ 
                    { 
                        "PolicyName": "cwe-pipeline-execution", 
                        "PolicyDocument": { 
                            "Version": "2012-10-17", 
                            "Statement": [ 
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                                { 
                                    "Effect": "Allow", 
                                    "Action": "codepipeline:StartPipelineExecution", 
                                    "Resource": { 
                                        "Fn::Join": [ 
                                            "", 
                                            [ 
                                                "arn:aws:codepipeline:", 
                                                { 
                                                    "Ref": "AWS::Region" 
                                                }, 
                                                ":", 
                                                { 
                                                    "Ref": "AWS::AccountId" 
                                                }, 
                                                ":", 
                                                { 
                                                    "Ref": "AppPipeline" 
                                                } 
                                            ] 
                                        ] 
                                    } 
                                } 
                            ] 
                        } 
                    } 
                ] 
            } 
        }, 
        "AmazonCloudWatchEventRule": { 
            "Type": "AWS::Events::Rule", 
            "Properties": { 
                "EventPattern": { 
                    "source": [ 
                        "aws.codecommit" 
                    ], 
                    "detail-type": [ 
                        "CodeCommit Repository State Change" 
                    ], 
                    "resources": [ 
                        { 
                            "Fn::Join": [ 
                                "", 
                                [ 
                                    "arn:aws:codecommit:", 
                                    { 
                                        "Ref": "AWS::Region" 
                                    }, 
                                    ":", 
                                    { 
                                        "Ref": "AWS::AccountId" 
                                    }, 
                                    ":", 
                                    { 
                                        "Ref": "RepositoryName" 
                                    } 
                                ] 
                            ] 
                        } 
                    ], 
                    "detail": { 
                        "event": [ 
                            "referenceCreated", 
                            "referenceUpdated" 
                        ], 
                        "referenceType": [ 
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                            "branch" 
                        ], 
                        "referenceName": [ 
                            "main" 
                        ] 
                    } 
                }, 
                "Targets": [ 
                    { 
                        "Arn": { 
                            "Fn::Join": [ 
                                "", 
                                [ 
                                    "arn:aws:codepipeline:", 
                                    { 
                                        "Ref": "AWS::Region" 
                                    }, 
                                    ":", 
                                    { 
                                        "Ref": "AWS::AccountId" 
                                    }, 
                                    ":", 
                                    { 
                                        "Ref": "AppPipeline" 
                                    } 
                                ] 
                            ] 
                        }, 
                        "RoleArn": { 
                            "Fn::GetAtt": [ 
                                "AmazonCloudWatchEventRole", 
                                "Arn" 
                            ] 
                        }, 
                        "Id": "codepipeline-AppPipeline" 
                    } 
                ] 
            } 
        }, 
        "AppPipeline": { 
            "Type": "AWS::CodePipeline::Pipeline", 
            "Properties": { 
                "Name": "codecommit-events-pipeline", 
                "RoleArn": { 
                    "Fn::GetAtt": [ 
                        "CodePipelineServiceRole", 
                        "Arn" 
                    ] 
                }, 
                "Stages": [ 
                    { 
                        "Name": "Source", 
                        "Actions": [ 
                            { 
                                "Name": "SourceAction", 
                                "ActionTypeId": { 
                                    "Category": "Source", 
                                    "Owner": "AWS", 
                                    "Version": 1, 
                                    "Provider": "CodeCommit" 
                                }, 
                                "OutputArtifacts": [ 
                                    { 
                                        "Name": "SourceOutput" 
                                    } 
                                ], 
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                                "Configuration": { 
                                    "BranchName": { 
                                        "Ref": "BranchName" 
                                    }, 
                                    "RepositoryName": { 
                                        "Ref": "RepositoryName" 
                                    }, 
                                    "PollForSourceChanges": false 
                                }, 
                                "RunOrder": 1 
                            } 
                        ] 
                    },

...

S3 ソースを使用してポーリングパイプラインを移行
Amazon S3 ソースを持つパイプラインの場合は、AmazonCloudWatch Events を通じて変更検出が自動化
されるように Amazon S3 ソースを持つパイプラインを変更します。移行を実装するには、次のいずれか
の方法を選択します。

• コンソール:ポーリングパイプライン (CodeCommitまたは Amazon S3 ソース) を転送 (コンソー
ル) (p. 259)

• CLI:ポーリングパイプラインを移行する (Amazon S3 ソース) (CLI) (p. 273)
• AWS CloudFormation: ポーリングパイプラインを移行する (Amazon S3 ソース) (AWS CloudFormation

テンプレート) (p. 277)

ポーリングパイプラインを移行する (Amazon S3 ソース) (CLI)
イベントを使用するためにポーリング (定期的なチェック) を使用しているパイプラインを編集するに
は、次の手順を使用します。CloudWatchパイプラインを作成する場合は、「でパイプラインを作成 
CodePipeline (p. 213)」を参照してください。

Amazon S3 でイベント駆動型パイプラインを構築するには、パイプラインの PollForSourceChanges
パラメータを編集してから、以下のリソースを作成します。

• 発生するイベントのログ記録に Amazon S3 が使用できる AWS CloudTrail 証跡、バケット、およびバ
ケットポリシー。

• AmazonCloudWatch Events イベント
• この CloudWatch イベントによるパイプラインの開始を許可する IAM ロール

AWS CloudTrail 証跡を作成して、ログ記録を有効にするには

AWS CLI を使用して証跡を作成するには、以下を指定して create-trail コマンドを呼び出します。

• 証跡名。
• AWS CloudTrail にバケットポリシーをすでに適用しているバケットです。

詳細については、「AWSコマンドラインインターフェイスによる証跡の作成」を参照してください。

1. create-trail コマンドを呼び出し、--name および --s3-bucket-name パラメータを含めます。

この変更を行う理由 これにより、S3 ソースバケットに必要な CloudTrail 証跡が作成されます。
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次のコマンドでは、--name および --s3-bucket-name を使用して、my-trail という名前の証跡
と、myBucket という名前のバケットを作成します。

aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name myBucket

2. start-logging コマンドを呼び出し、--name パラメータを含めます。

なぜこの変更を行うのですか? これにより、CloudTrailソースバケットのログ記録が開始さ
れ、EventsCloudWatch にイベントが送信されます。

例:

次のコマンドでは、--name を使用して、my-trail という名前の証跡のログ記録を開始します。

aws cloudtrail start-logging --name my-trail

3. put-event-selectors コマンドを呼び出し、--trail-name および --event-selectors パラメー
タを含めます。イベントセレクタを使用して、ソースバケットでログ記録するデータイベントを指定
し、このイベントを AmazonCloudWatch Events ルールに送信します。

なぜこの変更を行うのですか? このコマンドはイベントをフィルタ処理します。

例:

次のサンプルコマンドでは、--trail-name および --event-selectors を使用してソースバケッ
トと myBucket/myFolder という名前のプレフィックスにデータイベントの管理を指定します。

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name my-trail --event-selectors 
 '[{ "ReadWriteType": "WriteOnly", "IncludeManagementEvents":false, "DataResources": 
 [{ "Type": "AWS::S3::Object", "Values": ["arn:aws:s3:::myBucket/myFolder/
file.zip"] }] }]'

Amazon S3CloudWatch をイベントソース、ターゲットとする Events ルールを作成し、アクセス
権限ポリシーを適用するにはCodePipeline

1. CloudWatchCodePipelineルールを呼び出すために使用する Amazon Events アクセス許可を追加しま
す。詳細については、AmazonCloudWatch Events 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。

a. 次のサンプルを使用して、CloudWatch Events がサービスロールを引き受けるように信頼ポリ
シーを作成します。このスクリプトに trustpolicyforCWE.json という名前を付けます。

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

b. 次のコマンドを使用して、Role-for-MyRule ロールを作成し、信頼ポリシーをアタッチしま
す。
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この変更を行う理由 ロールにこの信頼ポリシーを追加すると、CloudWatch Events のアクセス許
可が作成されます。

aws iam create-role --role-name Role-for-MyRule --assume-role-policy-document 
 file://trustpolicyforCWE.json

c. 次に示すように、MyFirstPipeline という名前のパイプラインに対してアクセス許可ポリシー 
JSON を作成します。アクセス権限ポリシーに permissionspolicyforCWE.json と名前を付
けます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codepipeline:StartPipelineExecution" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:codepipeline:us-west-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline" 
            ] 
        } 
    ]
}

d. 次のコマンドを実行して、作成した Role-for-MyRule ロールに新しい CodePipeline-
Permissions-Policy-for-CWE アクセス権限ポリシーをアタッチします。

aws iam put-role-policy --role-name Role-for-MyRule --policy-name CodePipeline-
Permissions-Policy-For-CWE --policy-document file://permissionspolicyforCWE.json

2. put-rule コマンドを呼び出し、--name、--event-pattern、--role-arn パラメータを含めます。

次のサンプルコマンドでは、MyS3SourceRule という名前のルールが作成されます。

aws events put-rule --name "MyS3SourceRule" --event-pattern "{\"source\":
[\"aws.s3\"],\"detail-type\":[\"AWS API Call via CloudTrail\"],\"detail\":
{\"eventSource\":[\"s3.amazonaws.com\"],\"eventName\":[\"CopyObject\",\"PutObject\",
\"CompleteMultipartUpload\"],\"requestParameters\":{\"bucketName\":[\"my-bucket\"],
\"key\":[\"my-key\"]}}} 
 --role-arn "arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:role/Role-for-MyRule"

3. CodePipeline をターゲットとして追加するには、put-targets コマンドを呼び出し、--rule パラメー
タおよび --targets パラメータを含めます。

次のコマンドでは、MyS3SourceRule という名前のルールに対して指定し、ターゲット Id は 1 番で
構成されています。これは、ルールのターゲットのリストが何であるかを示し、この場合は ターゲッ
ト 1 です。このコマンドでは、パイプラインのサンプルの ARN も指定されます。パイプラインは、リ
ポジトリ内に変更が加えられると開始します。

aws events put-targets --rule MyS3SourceRule --targets 
 Id=1,Arn=arn:aws:codepipeline:us-west-2:80398EXAMPLE:TestPipeline
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PollForSourceChangesパイプラインのパラメータを編集するには

Important

このメソッドを使用してパイプラインを作成すると、PollForSourceChanges パラメータはデ
フォルトで true になります (ただし、明示的に false に設定した場合は除きます)。イベントベー
スの変更検出を追加する場合は、このパラメータを出力に追加する必要があります。ポーリング
を無効にするには、このパラメータを false に設定します。そうしないと、1 つのソース変更に対
してパイプラインが 2 回起動されます。詳細については、「 PollForSourceChanges パラメータ
のデフォルト設定 (p. 479)」を参照してください

1. get-pipeline コマンドを実行して、パイプライン構造を JSON ファイルにコピーします。例え
ば、MyFirstPipeline という名前のパイプラインに対して、以下のコマンドを実行します。

aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json

このコマンドは何も返しませんが、作成したファイルは、コマンドを実行したディレクトリにありま
す。

2. この例に示すように、プレーンテキストエディタでJSONファイルを開き、storage-bucket という
名前のバケットの PollForSourceChanges パラメータを false に変更してソースステージを編集
します。

この変更を行う理由 このパラメータを false に設定すると、定期的チェックがオフになるため、イ
ベントベースの変更検出のみ使用することができます。

"configuration": { 
    "S3Bucket": "storage-bucket", 
     "PollForSourceChanges": "false",
    "S3ObjectKey": "index.zip"
},

3. get-pipeline コマンドを使用して取得したパイプライン構造を使用している場合、JSON ファイルから
metadata 行を削除する必要があります。それ以外の場合は、update-pipeline コマンドで使用するこ
とはできません。"metadata": { } 行と、"created"、"pipelineARN"、"updated" フィール
ドを削除します。

例えば、構造から以下の行を削除します。

"metadata": { 
    "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name", 
    "created": "date", 
    "updated": "date"
},

ファイルを保存します。
4. 変更を適用するには、パイプライン JSON ファイルを指定して、update-pipeline コマンドを実行しま

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 codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json

このコマンドは、編集したパイプラインの構造全体を返します。
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Note

update-pipeline コマンドは、パイプラインを停止します。update-pipeline コマンドを実行し
たときにパイプラインによりリビジョンが実行されている場合、その実行は停止します。更
新されたパイプラインによりそのリビジョンを実行するには、パイプラインを手動で開始す
る必要があります。パイプラインを手動で開始するには start-pipeline-execution コマンドを
使用します。

ポーリングパイプラインを移行する (Amazon S3 ソース) (AWS 
CloudFormationテンプレート)

以下の手順を使用して、Amazon S3 ソースを含むパイプラインを、ポーリングからイベントベースの変更
検出に編集します。

Amazon S3 でイベント駆動型パイプラインを構築するには、パイプラインの PollForSourceChanges
パラメータを編集してから、以下のリソースをテンプレートに追加します。

• AmazonCloudWatch Events では、すべての Amazon S3 イベントをログに記録する必要があります。発
生するイベントのロク記録に Amazon S3 が使用できる AWS CloudTrail 証跡、バケット、バケットポリ
シーを作成する必要があります。詳細については、「 証跡のデータイベント 」と「 管理イベントのロ
グ記録 」を参照してください。

• CloudWatchこのイベントによるパイプラインの開始を許可する Amazon Events ルールと IAM ロール。

AWS CloudFormation でパイプラインを作成して管理する場合、テンプレートには以下のような内容が含
まれます。

Note

PollForSourceChanges と呼ばれるソースステージの Configuration プロパティ。テンプ
レートにプロパティが含まれていない場合、PollForSourceChanges はデフォルトで true に
設定されます。

YAML

  AppPipeline:  
    Type: AWS::CodePipeline::Pipeline 
    Properties:  
      RoleArn: !GetAtt CodePipelineServiceRole.Arn 
      Stages:  
        -  
          Name: Source 
          Actions:  
            -  
              Name: SourceAction 
              ActionTypeId:  
                Category: Source 
                Owner: AWS 
                Version: 1 
                Provider: S3 
              OutputArtifacts:  
                -  
                  Name: SourceOutput 
              Configuration:  
                S3Bucket: !Ref SourceBucket 
                S3ObjectKey: !Ref S3SourceObjectKey 
                PollForSourceChanges: true 
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              RunOrder: 1

...

JSON

        "AppPipeline": { 
            "Type": "AWS::CodePipeline::Pipeline", 
            "Properties": { 
                "RoleArn": { 
                    "Fn::GetAtt": ["CodePipelineServiceRole", "Arn"] 
                }, 
                "Stages": [ 
                    { 
                        "Name": "Source", 
                        "Actions": [ 
                            { 
                                "Name": "SourceAction", 
                                "ActionTypeId": { 
                                    "Category": "Source", 
                                    "Owner": "AWS", 
                                    "Version": 1, 
                                    "Provider": "S3" 
                                }, 
                                "OutputArtifacts": [ 
                                    { 
                                        "Name": "SourceOutput" 
                                    } 
                                ], 
                                "Configuration": { 
                                    "S3Bucket": { 
                                        "Ref": "SourceBucket" 
                                    }, 
                                    "S3ObjectKey": { 
                                        "Ref": "SourceObjectKey" 
                                    }, 
                                    "PollForSourceChanges": true 
                                }, 
                                "RunOrder": 1 
                            } 
                        ] 
                    },

...

Amazon S3CloudWatch をイベントソース、ターゲットとする Events ルールを作成し、アクセス
権限ポリシーを適用するにはCodePipeline

1. テンプレートの Resources で、AWS::IAM::RoleAWS CloudFormation リソースを使用して、イベ
ントにパイプラインの開始を許可する IAM ロールを設定します。このエントリによって、2 つのポリ
シーを使用するロールが作成されます。

• 最初のポリシーでは、ロールを引き受けることを許可します。
• 2 つめのポリシーでは、パイプラインを開始するアクセス権限が付与されます。

この変更を行う理由 AWS::IAM::Roleリソースを追加するとAWS 
CloudFormation、AmazonCloudWatch イベントの権限を作成できます。このリソースは AWS 
CloudFormation スタックに追加されます。
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YAML

  AmazonCloudWatchEventRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - events.amazonaws.com 
            Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
        - 
          PolicyName: cwe-pipeline-execution 
          PolicyDocument: 
            Version: 2012-10-17 
            Statement: 
              - 
                Effect: Allow 
                Action: codepipeline:StartPipelineExecution 
                Resource: !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 
 'AWS::Region', ':', !Ref 'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ]

...

JSON

  "AmazonCloudWatchEventRole": { 
    "Type": "AWS::IAM::Role", 
    "Properties": { 
      "AssumeRolePolicyDocument": { 
        "Version": "2012-10-17", 
        "Statement": [ 
          { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
              "Service": [ 
                "events.amazonaws.com" 
              ] 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole" 
          } 
        ] 
      }, 
      "Path": "/", 
      "Policies": [ 
        { 
          "PolicyName": "cwe-pipeline-execution", 
          "PolicyDocument": { 
            "Version": "2012-10-17", 
            "Statement": [ 
              { 
                "Effect": "Allow", 
                "Action": "codepipeline:StartPipelineExecution", 
                "Resource": { 
                  "Fn::Join": [ 
                    "", 
                    [ 
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                      "arn:aws:codepipeline:", 
                      { 
                        "Ref": "AWS::Region" 
                      }, 
                      ":", 
                      { 
                        "Ref": "AWS::AccountId" 
                      }, 
                      ":", 
                      { 
                        "Ref": "AppPipeline" 
                      } 
                    ] 
                  ]

...

2. AWS::Events::RuleAWS CloudFormationCloudWatchリソースを使用してイベントルールを追加し
ます。このイベントパターンは、Amazon S3 ソースバケットでの CopyObject、PutObject、およ
び CompleteMultipartUpload をモニタリングするイベントを作成します。さらに、パイプライ
ンのターゲットも含めます。CopyObject、PutObject、または CompleteMultipartUpload が
発生すると、このルールは、ターゲットパイプラインで StartPipelineExecution を呼び出しま
す。

この変更を行う理由 AWS::Events::Rule リソースを追加すると、AWS CloudFormation でイベン
トを作成できるようになります。このリソースは AWS CloudFormation スタックに追加されます。

YAML

  AmazonCloudWatchEventRule: 
    Type: AWS::Events::Rule 
    Properties: 
      EventPattern: 
        source: 
          - aws.s3 
        detail-type: 
          - 'AWS API Call via CloudTrail' 
        detail: 
          eventSource: 
            - s3.amazonaws.com 
          eventName: 
            - CopyObject 
            - PutObject 
            - CompleteMultipartUpload 
          requestParameters: 
            bucketName: 
              - !Ref SourceBucket 
            key: 
              - !Ref SourceObjectKey 
      Targets: 
        - 
          Arn: 
            !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 'AWS::Region', ':', !Ref 
 'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ] 
          RoleArn: !GetAtt AmazonCloudWatchEventRole.Arn 
          Id: codepipeline-AppPipeline

...

JSON
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  "AmazonCloudWatchEventRule": { 
    "Type": "AWS::Events::Rule", 
    "Properties": { 
      "EventPattern": { 
        "source": [ 
          "aws.s3" 
        ], 
        "detail-type": [ 
          "AWS API Call via CloudTrail" 
        ], 
        "detail": { 
          "eventSource": [ 
            "s3.amazonaws.com" 
          ], 
          "eventName": [ 
            "CopyObject", 
            "PutObject", 
            "CompleteMultipartUpload" 
          ], 
          "requestParameters": { 
            "bucketName": [ 
              { 
                "Ref": "SourceBucket" 
              } 
            ], 
            "key": [ 
              { 
                "Ref": "SourceObjectKey" 
              } 
            ] 
          } 
        } 
      }, 
      "Targets": [ 
        { 
          "Arn": { 
            "Fn::Join": [ 
              "", 
              [ 
                "arn:aws:codepipeline:", 
                { 
                  "Ref": "AWS::Region" 
                }, 
                ":", 
                { 
                  "Ref": "AWS::AccountId" 
                }, 
                ":", 
                { 
                  "Ref": "AppPipeline" 
                } 
              ] 
            ] 
          }, 
          "RoleArn": { 
            "Fn::GetAtt": [ 
              "AmazonCloudWatchEventRole", 
              "Arn" 
            ] 
          }, 
          "Id": "codepipeline-AppPipeline" 
        } 
      ] 
    } 
  }
},
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...

3. このスニペットを最初のテンプレートに追加して、クロススタック機能を有効にします。

YAML

Outputs: 
  SourceBucketARN: 
    Description: "S3 bucket ARN that Cloudtrail will use" 
    Value: !GetAtt SourceBucket.Arn 
    Export: 
      Name: SourceBucketARN

JSON

  "Outputs" : { 
    "SourceBucketARN" : { 
      "Description" : "S3 bucket ARN that Cloudtrail will use", 
      "Value" : { "Fn::GetAtt": ["SourceBucket", "Arn"] }, 
      "Export" : { 
        "Name" : "SourceBucketARN" 
      } 
    }

...

4. 更新したテンプレートをローカルコンピュータに保存し、AWS CloudFormation コンソールを開きま
す。

5. スタックを選択し、[既存スタックの変更セットの作成] を選択します。
6. 更新されたテンプレートをアップロードし、AWS CloudFormation に示された変更を表示します。こ

れらがスタックに加えられる変更です。新しいリソースがリストに表示されています。
7. [実行] を選択します。

PollForSourceChangesパイプラインのパラメータを編集するには

Important

このメソッドを使用してパイプラインを作成すると、PollForSourceChanges パラメータはデ
フォルトで true になります (ただし、明示的に false に設定した場合は除きます)。イベントベー
スの変更検出を追加する場合は、このパラメータを出力に追加する必要があります。ポーリング
を無効にするには、このパラメータを false に設定します。そうしないと、1 つのソース変更に対
してパイプラインが 2 回起動されます。詳細については、「 PollForSourceChanges パラメータ
のデフォルト設定 (p. 479)」を参照してください

• テンプレートで、PollForSourceChanges を false に変更します。パイプライン定義に
PollForSourceChanges が含まれていなかった場合は、追加して false に設定します。

この変更を行う理由 PollForSourceChanges パラメータを false に変更すると、定期的チェック
がオフになるため、イベントベースの変更検出のみ使用することができます。

YAML

          Name: Source 
          Actions:  
            -  
              Name: SourceAction 
              ActionTypeId:  
                Category: Source 
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                Owner: AWS 
                Version: 1 
                Provider: S3 
              OutputArtifacts:  
                - Name: SourceOutput 
              Configuration:  
                S3Bucket: !Ref SourceBucket 
                S3ObjectKey: !Ref SourceObjectKey 
                 PollForSourceChanges: false
              RunOrder: 1

JSON

 { 
    "Name": "SourceAction", 
    "ActionTypeId": { 
      "Category": "Source", 
      "Owner": "AWS", 
      "Version": 1, 
      "Provider": "S3" 
    }, 
    "OutputArtifacts": [ 
      { 
        "Name": "SourceOutput" 
      } 
    ], 
    "Configuration": { 
      "S3Bucket": { 
        "Ref": "SourceBucket" 
      }, 
      "S3ObjectKey": { 
        "Ref": "SourceObjectKey" 
      }, 
      "PollForSourceChanges": false
    }, 
    "RunOrder": 1 
  } 
       

Amazon S3CloudTrail パイプラインのリソース用に 2 番目のテンプレートを作成するには

• 個別のテンプレートの Resources で、AWS CloudFormation リソース
AWS::S3::Bucket、AWS::S3::BucketPolicy、AWS::CloudTrail::Trail を使用し
て、CloudTrail のシンプルなバケット定義と証跡を指定します。

なぜこの変更を行うのですか? 証跡は、アカウントあたり 5CloudTrail 証跡を現在の制限として、個別
に作成して管理する必要があります。(の制限を参照してください)AWS CloudTrail。ただし、1 つの
証跡に複数の Amazon S3 バケットを含めることができるため、いったん証跡を作成してから、必要
に応じて他のパイプライン用に Amazon S3 バケットを追加できます。2 番目のサンプルテンプレート
ファイルに以下のコードを貼り付けます。

YAML

###################################################################################
# Prerequisites:  
#   - S3 SourceBucket and SourceObjectKey must exist
###################################################################################

Parameters: 
  SourceObjectKey: 
    Description: 'S3 source artifact' 
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    Type: String 
    Default: SampleApp_Linux.zip

Resources: 
  AWSCloudTrailBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: !Ref AWSCloudTrailBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - 
            Sid: AWSCloudTrailAclCheck 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - cloudtrail.amazonaws.com 
            Action: s3:GetBucketAcl 
            Resource: !GetAtt AWSCloudTrailBucket.Arn 
          - 
            Sid: AWSCloudTrailWrite 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - cloudtrail.amazonaws.com 
            Action: s3:PutObject 
            Resource: !Join [ '', [ !GetAtt AWSCloudTrailBucket.Arn, '/AWSLogs/', !
Ref 'AWS::AccountId', '/*' ] ] 
            Condition:  
              StringEquals: 
                s3:x-amz-acl: bucket-owner-full-control 
  AWSCloudTrailBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    DeletionPolicy: Retain 
  AwsCloudTrail: 
    DependsOn: 
      - AWSCloudTrailBucketPolicy 
    Type: AWS::CloudTrail::Trail 
    Properties: 
      S3BucketName: !Ref AWSCloudTrailBucket 
      EventSelectors: 
        - 
          DataResources: 
            - 
              Type: AWS::S3::Object 
              Values: 
                - !Join [ '', [ !ImportValue SourceBucketARN, '/', !Ref 
 SourceObjectKey ] ] 
          ReadWriteType: WriteOnly 
          IncludeManagementEvents: false 
      IncludeGlobalServiceEvents: true 
      IsLogging: true 
      IsMultiRegionTrail: true

...

JSON

{ 
  "Parameters": { 
    "SourceObjectKey": { 
      "Description": "S3 source artifact", 
      "Type": "String", 
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      "Default": "SampleApp_Linux.zip" 
    } 
  }, 
  "Resources": { 
    "AWSCloudTrailBucket": { 
      "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "DeletionPolicy": "Retain" 
    }, 
    "AWSCloudTrailBucketPolicy": { 
      "Type": "AWS::S3::BucketPolicy", 
      "Properties": { 
        "Bucket": { 
          "Ref": "AWSCloudTrailBucket" 
        }, 
        "PolicyDocument": { 
          "Version": "2012-10-17", 
          "Statement": [ 
            { 
              "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck", 
              "Effect": "Allow", 
              "Principal": { 
                "Service": [ 
                  "cloudtrail.amazonaws.com" 
                ] 
              }, 
              "Action": "s3:GetBucketAcl", 
              "Resource": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                  "AWSCloudTrailBucket", 
                  "Arn" 
                ] 
              } 
            }, 
            { 
              "Sid": "AWSCloudTrailWrite", 
              "Effect": "Allow", 
              "Principal": { 
                "Service": [ 
                  "cloudtrail.amazonaws.com" 
                ] 
              }, 
              "Action": "s3:PutObject", 
              "Resource": { 
                "Fn::Join": [ 
                  "", 
                  [ 
                    { 
                      "Fn::GetAtt": [ 
                        "AWSCloudTrailBucket", 
                        "Arn" 
                      ] 
                    }, 
                    "/AWSLogs/", 
                    { 
                      "Ref": "AWS::AccountId" 
                    }, 
                    "/*" 
                  ] 
                ] 
              }, 
              "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                  "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control" 
                } 
              } 
            } 
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          ] 
        } 
      } 
    }, 
    "AwsCloudTrail": { 
      "DependsOn": [ 
        "AWSCloudTrailBucketPolicy" 
      ], 
      "Type": "AWS::CloudTrail::Trail", 
      "Properties": { 
        "S3BucketName": { 
          "Ref": "AWSCloudTrailBucket" 
        }, 
        "EventSelectors": [ 
          { 
            "DataResources": [ 
              { 
                "Type": "AWS::S3::Object", 
                "Values": [ 
                  { 
                    "Fn::Join": [ 
                      "", 
                      [ 
                        { 
                          "Fn::ImportValue": "SourceBucketARN" 
                        }, 
                        "/", 
                        { 
                          "Ref": "SourceObjectKey" 
                        } 
                      ] 
                    ] 
                  } 
                ] 
              } 
            ], 
            "ReadWriteType": "WriteOnly", 
            "IncludeManagementEvents": false 
          } 
        ], 
        "IncludeGlobalServiceEvents": true, 
        "IsLogging": true, 
        "IsMultiRegionTrail": true 
      } 
    } 
  }
}

...

Example

AWS CloudFormation でこれらのリソースを作成すると、パイプラインは、リポジトリのファイルの作成
時または更新時にトリガーされます。

Note

ここで手順は終わりではありません。パイプラインは作成されますが、Amazon S3 パイプライ
ン用に 2 番目の AWS CloudFormation テンプレートを作成する必要があります。2 番目のテンプ
レートを作成しない場合、パイプラインに変更検出機能はありません。
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YAML

Resources: 
  SourceBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      VersioningConfiguration:  
        Status: Enabled 
  CodePipelineArtifactStoreBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  CodePipelineArtifactStoreBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: !Ref CodePipelineArtifactStoreBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - 
            Sid: DenyUnEncryptedObjectUploads 
            Effect: Deny 
            Principal: '*' 
            Action: s3:PutObject 
            Resource: !Join [ '', [ !GetAtt CodePipelineArtifactStoreBucket.Arn, '/
*' ] ] 
            Condition: 
              StringNotEquals:  
                s3:x-amz-server-side-encryption: aws:kms 
          - 
            Sid: DenyInsecureConnections 
            Effect: Deny 
            Principal: '*' 
            Action: s3:* 
            Resource: !Join [ '', [ !GetAtt CodePipelineArtifactStoreBucket.Arn, '/
*' ] ] 
            Condition: 
              Bool: 
                aws:SecureTransport: false 
  CodePipelineServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - codepipeline.amazonaws.com 
            Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
        - 
          PolicyName: AWS-CodePipeline-Service-3 
          PolicyDocument: 
            Version: 2012-10-17 
            Statement: 
              - 
                Effect: Allow 
                Action: 
                  - codecommit:CancelUploadArchive 
                  - codecommit:GetBranch 
                  - codecommit:GetCommit 
                  - codecommit:GetUploadArchiveStatus 
                  - codecommit:UploadArchive 
                Resource: 'resource_ARN' 
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              - 
                Effect: Allow 
                Action: 
                  - codedeploy:CreateDeployment 
                  - codedeploy:GetApplicationRevision 
                  - codedeploy:GetDeployment 
                  - codedeploy:GetDeploymentConfig 
                  - codedeploy:RegisterApplicationRevision 
                Resource: 'resource_ARN' 
              - 
                Effect: Allow 
                Action: 
                  - codebuild:BatchGetBuilds 
                  - codebuild:StartBuild 
                Resource: 'resource_ARN' 
              - 
                Effect: Allow 
                Action: 
                  - devicefarm:ListProjects 
                  - devicefarm:ListDevicePools 
                  - devicefarm:GetRun 
                  - devicefarm:GetUpload 
                  - devicefarm:CreateUpload 
                  - devicefarm:ScheduleRun 
                Resource: 'resource_ARN' 
              - 
                Effect: Allow 
                Action: 
                  - lambda:InvokeFunction 
                  - lambda:ListFunctions 
                Resource: 'resource_ARN' 
              - 
                Effect: Allow 
                Action: 
                  - iam:PassRole 
                Resource: 'resource_ARN' 
              - 
                Effect: Allow 
                Action: 
                  - elasticbeanstalk:* 
                  - ec2:* 
                  - elasticloadbalancing:* 
                  - autoscaling:* 
                  - cloudwatch:* 
                  - s3:* 
                  - sns:* 
                  - cloudformation:* 
                  - rds:* 
                  - sqs:* 
                  - ecs:* 
                Resource: 'resource_ARN' 
  AppPipeline:  
    Type: AWS::CodePipeline::Pipeline 
    Properties:  
      Name: s3-events-pipeline 
      RoleArn:  
        !GetAtt CodePipelineServiceRole.Arn 
      Stages:  
        -  
          Name: Source 
          Actions:  
            -  
              Name: SourceAction 
              ActionTypeId:  
                Category: Source 
                Owner: AWS 
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                Version: 1 
                Provider: S3 
              OutputArtifacts:  
                - Name: SourceOutput 
              Configuration:  
                S3Bucket: !Ref SourceBucket 
                S3ObjectKey: !Ref SourceObjectKey 
                PollForSourceChanges: false 
              RunOrder: 1 
        -  
          Name: Beta 
          Actions:  
            -  
              Name: BetaAction 
              InputArtifacts:  
                - Name: SourceOutput 
              ActionTypeId:  
                Category: Deploy 
                Owner: AWS 
                Version: 1 
                Provider: CodeDeploy 
              Configuration:  
                ApplicationName: !Ref ApplicationName 
                DeploymentGroupName: !Ref BetaFleet 
              RunOrder: 1 
      ArtifactStore:  
        Type: S3 
        Location: !Ref CodePipelineArtifactStoreBucket 
  AmazonCloudWatchEventRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - events.amazonaws.com 
            Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
        - 
          PolicyName: cwe-pipeline-execution 
          PolicyDocument: 
            Version: 2012-10-17 
            Statement: 
              - 
                Effect: Allow 
                Action: codepipeline:StartPipelineExecution 
                Resource: !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 'AWS::Region', 
 ':', !Ref 'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ] 
  AmazonCloudWatchEventRule: 
    Type: AWS::Events::Rule 
    Properties: 
      EventPattern: 
        source: 
          - aws.s3 
        detail-type: 
          - 'AWS API Call via CloudTrail' 
        detail: 
          eventSource: 
            - s3.amazonaws.com 
          eventName: 
            - PutObject 
            - CompleteMultipartUpload 
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          resources: 
            ARN: 
              - !Join [ '', [ !GetAtt SourceBucket.Arn, '/', !Ref SourceObjectKey ] ] 
      Targets: 
        - 
          Arn: 
            !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 'AWS::Region', ':', !Ref 
 'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ] 
          RoleArn: !GetAtt AmazonCloudWatchEventRole.Arn 
          Id: codepipeline-AppPipeline 
             
Outputs: 
  SourceBucketARN: 
    Description: "S3 bucket ARN that Cloudtrail will use" 
    Value: !GetAtt SourceBucket.Arn 
    Export: 
      Name: SourceBucketARN

JSON

    "Resources": { 
        "SourceBucket": { 
            "Type": "AWS::S3::Bucket", 
            "Properties": { 
                "VersioningConfiguration": { 
                    "Status": "Enabled" 
                } 
            } 
        }, 
        "CodePipelineArtifactStoreBucket": { 
            "Type": "AWS::S3::Bucket" 
        }, 
        "CodePipelineArtifactStoreBucketPolicy": { 
            "Type": "AWS::S3::BucketPolicy", 
            "Properties": { 
                "Bucket": { 
                    "Ref": "CodePipelineArtifactStoreBucket" 
                }, 
                "PolicyDocument": { 
                    "Version": "2012-10-17", 
                    "Statement": [ 
                        { 
                            "Sid": "DenyUnEncryptedObjectUploads", 
                            "Effect": "Deny", 
                            "Principal": "*", 
                            "Action": "s3:PutObject", 
                            "Resource": { 
                                "Fn::Join": [ 
                                    "", 
                                    [ 
                                        { 
                                            "Fn::GetAtt": [ 
                                                "CodePipelineArtifactStoreBucket", 
                                                "Arn" 
                                            ] 
                                        }, 
                                        "/*" 
                                    ] 
                                ] 
                            }, 
                            "Condition": { 
                                "StringNotEquals": { 
                                    "s3:x-amz-server-side-encryption": "aws:kms" 
                                } 
                            } 
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                        }, 
                        { 
                            "Sid": "DenyInsecureConnections", 
                            "Effect": "Deny", 
                            "Principal": "*", 
                            "Action": "s3:*", 
                            "Resource": { 
                                "Fn::Join": [ 
                                    "", 
                                    [ 
                                        { 
                                            "Fn::GetAtt": [ 
                                                "CodePipelineArtifactStoreBucket", 
                                                "Arn" 
                                            ] 
                                        }, 
                                        "/*" 
                                    ] 
                                ] 
                            }, 
                            "Condition": { 
                                "Bool": { 
                                    "aws:SecureTransport": false 
                                } 
                            } 
                        } 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        "CodePipelineServiceRole": { 
            "Type": "AWS::IAM::Role", 
            "Properties": { 
                "AssumeRolePolicyDocument": { 
                    "Version": "2012-10-17", 
                    "Statement": [ 
                        { 
                            "Effect": "Allow", 
                            "Principal": { 
                                "Service": [ 
                                    "codepipeline.amazonaws.com" 
                                ] 
                            }, 
                            "Action": "sts:AssumeRole" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                "Path": "/", 
                "Policies": [ 
                    { 
                        "PolicyName": "AWS-CodePipeline-Service-3", 
                        "PolicyDocument": { 
                            "Version": "2012-10-17", 
                            "Statement": [ 
                                { 
                                    "Effect": "Allow", 
                                    "Action": [ 
                                        "codecommit:CancelUploadArchive", 
                                        "codecommit:GetBranch", 
                                        "codecommit:GetCommit", 
                                        "codecommit:GetUploadArchiveStatus", 
                                        "codecommit:UploadArchive" 
                                    ], 
                                    "Resource": "resource_ARN" 
                                }, 
                                { 
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                                    "Effect": "Allow", 
                                    "Action": [ 
                                        "codedeploy:CreateDeployment", 
                                        "codedeploy:GetApplicationRevision", 
                                        "codedeploy:GetDeployment", 
                                        "codedeploy:GetDeploymentConfig", 
                                        "codedeploy:RegisterApplicationRevision" 
                                    ], 
                                    "Resource": "resource_ARN" 
                                }, 
                                { 
                                    "Effect": "Allow", 
                                    "Action": [ 
                                        "codebuild:BatchGetBuilds", 
                                        "codebuild:StartBuild" 
                                    ], 
                                    "Resource": "resource_ARN" 
                                }, 
                                { 
                                    "Effect": "Allow", 
                                    "Action": [ 
                                        "devicefarm:ListProjects", 
                                        "devicefarm:ListDevicePools", 
                                        "devicefarm:GetRun", 
                                        "devicefarm:GetUpload", 
                                        "devicefarm:CreateUpload", 
                                        "devicefarm:ScheduleRun" 
                                    ], 
                                    "Resource": "resource_ARN" 
                                }, 
                                { 
                                    "Effect": "Allow", 
                                    "Action": [ 
                                        "lambda:InvokeFunction", 
                                        "lambda:ListFunctions" 
                                    ], 
                                    "Resource": "resource_ARN" 
                                }, 
                                { 
                                    "Effect": "Allow", 
                                    "Action": [ 
                                        "iam:PassRole" 
                                    ], 
                                    "Resource": "resource_ARN" 
                                }, 
                                { 
                                    "Effect": "Allow", 
                                    "Action": [ 
                                        "elasticbeanstalk:*", 
                                        "ec2:*", 
                                        "elasticloadbalancing:*", 
                                        "autoscaling:*", 
                                        "cloudwatch:*", 
                                        "s3:*", 
                                        "sns:*", 
                                        "cloudformation:*", 
                                        "rds:*", 
                                        "sqs:*", 
                                        "ecs:*" 
                                    ], 
                                    "Resource": "resource_ARN" 
                                } 
                            ] 
                        } 
                    } 
                ] 
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            } 
        }, 
        "AppPipeline": { 
            "Type": "AWS::CodePipeline::Pipeline", 
            "Properties": { 
                "Name": "s3-events-pipeline", 
                "RoleArn": { 
                    "Fn::GetAtt": [ 
                        "CodePipelineServiceRole", 
                        "Arn" 
                    ] 
                }, 
                "Stages": [ 
                    { 
                        "Name": "Source", 
                        "Actions": [ 
                            { 
                                "Name": "SourceAction", 
                                "ActionTypeId": { 
                                    "Category": "Source", 
                                    "Owner": "AWS", 
                                    "Version": 1, 
                                    "Provider": "S3" 
                                }, 
                                "OutputArtifacts": [ 
                                    { 
                                        "Name": "SourceOutput" 
                                    } 
                                ], 
                                "Configuration": { 
                                    "S3Bucket": { 
                                        "Ref": "SourceBucket" 
                                    }, 
                                    "S3ObjectKey": { 
                                        "Ref": "SourceObjectKey" 
                                    }, 
                                    "PollForSourceChanges": false 
                                }, 
                                "RunOrder": 1 
                            } 
                        ] 
                    }, 
                    { 
                        "Name": "Beta", 
                        "Actions": [ 
                            { 
                                "Name": "BetaAction", 
                                "InputArtifacts": [ 
                                    { 
                                        "Name": "SourceOutput" 
                                    } 
                                ], 
                                "ActionTypeId": { 
                                    "Category": "Deploy", 
                                    "Owner": "AWS", 
                                    "Version": 1, 
                                    "Provider": "CodeDeploy" 
                                }, 
                                "Configuration": { 
                                    "ApplicationName": { 
                                        "Ref": "ApplicationName" 
                                    }, 
                                    "DeploymentGroupName": { 
                                        "Ref": "BetaFleet" 
                                    } 
                                }, 
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                                "RunOrder": 1 
                            } 
                        ] 
                    } 
                ], 
                "ArtifactStore": { 
                    "Type": "S3", 
                    "Location": { 
                        "Ref": "CodePipelineArtifactStoreBucket" 
                    } 
                } 
            } 
        }, 
        "AmazonCloudWatchEventRole": { 
            "Type": "AWS::IAM::Role", 
            "Properties": { 
                "AssumeRolePolicyDocument": { 
                    "Version": "2012-10-17", 
                    "Statement": [ 
                        { 
                            "Effect": "Allow", 
                            "Principal": { 
                                "Service": [ 
                                    "events.amazonaws.com" 
                                ] 
                            }, 
                            "Action": "sts:AssumeRole" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                "Path": "/", 
                "Policies": [ 
                    { 
                        "PolicyName": "cwe-pipeline-execution", 
                        "PolicyDocument": { 
                            "Version": "2012-10-17", 
                            "Statement": [ 
                                { 
                                    "Effect": "Allow", 
                                    "Action": "codepipeline:StartPipelineExecution", 
                                    "Resource": { 
                                        "Fn::Join": [ 
                                            "", 
                                            [ 
                                                "arn:aws:codepipeline:", 
                                                { 
                                                    "Ref": "AWS::Region" 
                                                }, 
                                                ":", 
                                                { 
                                                    "Ref": "AWS::AccountId" 
                                                }, 
                                                ":", 
                                                { 
                                                    "Ref": "AppPipeline" 
                                                } 
                                            ] 
                                        ] 
                                    } 
                                } 
                            ] 
                        } 
                    } 
                ] 
            } 
        }, 
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        "AmazonCloudWatchEventRule": { 
            "Type": "AWS::Events::Rule", 
            "Properties": { 
                "EventPattern": { 
                    "source": [ 
                        "aws.s3" 
                    ], 
                    "detail-type": [ 
                        "AWS API Call via CloudTrail" 
                    ], 
                    "detail": { 
                        "eventSource": [ 
                            "s3.amazonaws.com" 
                        ], 
                        "eventName": [ 
                            "PutObject", 
                            "CompleteMultipartUpload" 
                        ], 
                        "resources": { 
                            "ARN": [ 
                                { 
                                    "Fn::Join": [ 
                                        "", 
                                        [ 
                                            { 
                                                "Fn::GetAtt": [ 
                                                    "SourceBucket", 
                                                    "Arn" 
                                                ] 
                                            }, 
                                            "/", 
                                            { 
                                                "Ref": "SourceObjectKey" 
                                            } 
                                        ] 
                                    ] 
                                } 
                            ] 
                        } 
                    } 
                }, 
                "Targets": [ 
                    { 
                        "Arn": { 
                            "Fn::Join": [ 
                                "", 
                                [ 
                                    "arn:aws:codepipeline:", 
                                    { 
                                        "Ref": "AWS::Region" 
                                    }, 
                                    ":", 
                                    { 
                                        "Ref": "AWS::AccountId" 
                                    }, 
                                    ":", 
                                    { 
                                        "Ref": "AppPipeline" 
                                    } 
                                ] 
                            ] 
                        }, 
                        "RoleArn": { 
                            "Fn::GetAtt": [ 
                                "AmazonCloudWatchEventRole", 
                                "Arn" 
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                            ] 
                        }, 
                        "Id": "codepipeline-AppPipeline" 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }, 
    "Outputs" : { 
        "SourceBucketARN" : { 
            "Description" : "S3 bucket ARN that Cloudtrail will use", 
            "Value" : { "Fn::GetAtt": ["SourceBucket", "Arn"] }, 
            "Export" : { 
                "Name" : "SourceBucketARN" 
            } 
        } 
    }
}

...

GitHubバージョン 1 ソースアクションのポーリングパ
イプラインを Connections に移行
GitHubバージョン 1 のソースアクションを移行して、外部リポジトリの接続を使用できます。これ
は、GitHubバージョン 1 のソースアクションを含むパイプラインに推奨される変更検出方法です。

GitHubバージョン 1 のソースアクションを含むパイプラインの場合は、GitHubバージョン 2 のアクショ
ンを使用するようにパイプラインを変更して、AWSCodeStar Connections による変更検出が自動化され
るようにすることをお勧めします。接続の操作方法の詳細については、「」を参照してくださいGitHub 接
続 (p. 196)。

GitHub(コンソール) への接続を作成する
コンソールを使用して、への接続を作成できますGitHub。

ステップ 1: バージョン 1GitHub アクションを置き換える

パイプラインの編集ページを使用して、バージョン 1GitHub アクションをバージョン 2GitHub アクション
に置き換えます。

バージョン 1GitHub アクションを置き換えるには

1. CodePipeline コンソールにサインインします。
2. パイプラインを選択し、[編集] を選択します。ソースステージで、[ステージを編集] を選択します。

アクションを更新することを推奨するメッセージが表示されます。
3. 「アクションプロバイダー」で、GitHub(バージョン 2) を選択します。
4. 以下のいずれかを実行します。

• [Connect] でプロバイダへの接続をまだ作成していない場合は、[接続] を選択しますGitHub。ステッ
プ 2: への接続を作成する手順に進みますGitHub。

• [接続] でプロバイダへの接続を既に作成している場合は、その接続を選択します。ステップ 3： 接
続のソースアクションを保存するに進みます。
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ステップ 2: への接続を作成するGitHub

接続の作成を選択した後、[Connect toGitHub] ページが表示されます。

への接続を作成するにはGitHub

1. [GitHub接続設定] で、[Connection name] に接続名が表示されます。

[GitHubアプリ] で、アプリのインストールを選択するか、[新しいアプリをインストール] を選択して
アプリを作成します。

Note

特定のプロバイダーへのすべての接続に対してアプリを 1 つインストールします。GitHubア
プリを既にインストールしている場合は、これを選択してこのステップをスキップしてくだ
さい。

2. GitHubの認証ページが表示されたら、認証情報を使用してログインし、続行を選択します。
3. アプリのインストールページで、AWSCodeStar アプリが AWSGitHub アカウントに接続しようとし

ていることを示すメッセージが表示されます。

Note

アプリは、GitHubアカウントごとに 1 回だけインストールします。アプリケーションをイン
ストール済みである場合は、[Configure] (設定) を選択してアプリのインストールの変更ペー
ジに進むか、戻るボタンでコンソールに戻ることができます。

4. 「AWS のインストールCodeStar」ページで、「インストール」を選択します。
5. [Connect toGitHub] ページで、新規インストールの接続 ID が [Connect to] に表示されます。[Connect]

(接続) を選択します。

ステップ 3:GitHub ソースアクションを保存する

[アクションを編集] というページで更新を実行し、新しいソースアクションを保存します。

GitHubソースアクションを保存するには

1. [リポジトリ] で、サードパーティーのリポジトリの名前を入力します。[ブランチ] で、パイプライン
でソースの変更を検出するブランチを入力します。

Note

[Repository] で、例に示すように owner-name/repository-name を入力します。

my-account/my-repository

2. [Output artifact format (出力アーティファクトのフォーマット)] で、アーティファクトのフォーマット
を選択します。

• GitHubデフォルトのメソッドを使用してアクションからの出力アーティファクトを保存するには、
[CodePipelinedefault] を選択します。アクションは、GitHubリポジトリからファイルにアクセス
し、パイプラインアーティファクトストアの ZIP ファイルにアーティファクトを保存します。

• リポジトリへの URL 参照を含む JSON ファイルを保存して、ダウンストリームのアクションで Git 
コマンドを直接実行できるようにするには、[Full clone (フルクローン)] を選択します。このオプ
ションは、CodeBuild ダウンストリームアクションでのみ使用できます。

このオプションを選択する場合は、で示されるように、CodeBuildプロジェクトサービスロールの
許可を更新する必要がありますBitbucket GitHub、 CodeBuild GitClone GitHub またはエンタープラ
イズサーバーへの接続権限の追加 (p. 410)。フルクローン オプションの使い方を紹介したチュー
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トリアルは、チュートリアル: GitHub パイプラインソースでフルクローンを使用する (p. 140) をご
覧ください。

3. 出力アーティファクト　の場合、SourceArtifact のようにこのアクションの出力アーティファク
トの名前を保持できます。[Done] を選択して、[アクションを編集] ページを閉じます。

4. [Done] を選択して、ステージの編集ページを閉じます。[Save] を選択して、パイプラインの編集ペー
ジを閉じます。

GitHub(CLI) への接続を作成する
AWS Command Line Interface(AWS CLI) を使用してへの接続を作成できますGitHub。

これを行うには、create-connection コマンドを使用します。

Important

AWS CLI または AWS CloudFormation を使用して作成された接続は、デフォルトで PENDING ス
テータスになります。CLI または AWS CloudFormation を使用して接続を作成した後、コンソー
ルを使用して接続を編集し、ステータスを AVAILABLE に変更します。

への接続を作成するにはGitHub

1. ターミナル (Linux/macOS/Unix) またはコマンドプロンプト (Windows) を開きます。AWS CLI を使用
して、create-connection コマンドを実行し、接続に --provider-type と --connection-name
を指定します。この例では、サードパーティープロバイダー名は GitHub で、指定された接続名は
MyConnection です。

aws codestar-connections create-connection --provider-type GitHub --connection-name 
 MyConnection

成功した場合、このコマンドは次のような接続 ARN 情報を返します。

{ 
    "ConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:us-west-2:account_id:connection/
aEXAMPLE-8aad-4d5d-8878-dfcab0bc441f"
}

2. コンソールを使用して接続を完了します。

GitHubバージョン 1 ソースアクションのポーリングパ
イプラインを Webhook に移行
GitHubソースリポジトリの変更を検出するためにウェブフックを使用することができます。この 
Webhook への移行は、GitHubバージョン 1 のアクションのみを対象としています。

• コンソール:ポーリングパイプラインを Webhook (GitHubバージョン 1 ソースアクション) に移行する 
(console) (p. 299)

• CLI:ポーリングパイプラインを Webhook (GitHubバージョン 1 ソースアクション) に移行する 
(CLI) (p. 299)

• AWS CloudFormation:  プッシュイベント用にパイプラインを更新する (GitHubバージョン 1 ソースアク
ション) (AWS CloudFormationテンプレート) (p. 302)
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ポーリングパイプラインを Webhook (GitHubバージョン 1 ソー
スアクション) に移行する (console)
ウェブフックを使用して CodeCommit ソースリポジトリの変更を検出するように、CodePipeline コン
ソールでパイプラインを更新できます。

AmazonCloudWatch Events を使用するためにポーリング (定期的なチェック) を使用しているパイプライ
ンを編集するには、次のステップを使用します。パイプラインを作成する場合は、「でパイプラインを作
成 CodePipeline (p. 213)」を参照してください。

コンソールを使用すると、パイプラインの PollForSourceChanges パラメータが変更されま
す。GitHubウェブフックが自動的に作成され、登録されます。

パイプラインソースステージを編集するには

1. AWS Management Consoleにログインし、http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/
homeCodePipeline でコンソールを開きます。

AWS アカウントに関連付けられているすべてのパイプラインの名前が表示されます。
2. [Name] で、編集するパイプラインの名前を選択します。これにより、パイプラインの詳細ビューが開

いて、パイプラインの各ステージの各アクションの状態などがわかります。
3. パイプライン詳細ページで、[編集] を選択します。
4. [Edit (編集)] ステージで、ソースアクションの編集アイコンを選択します。
5. [変更検出オプション] を展開し、[AmazonCloudWatch Events を使用] を選択すると、変更が発生した

ときにパイプラインが自動的に開始されます (推奨)。

CodePipelineソースの変更を検出するためにウェブフックを作成し、GitHubソースの変更を検出する
ことを知らせるメッセージが表示されます。AWSCodePipeline以下のオプションでオプトアウトでき
ます。[更新] を選択します。CodePipeline では、ウェブフックのほかに、以下が作成されます。

• ランダムに生成され、への接続を許可するために使用されるシークレットGitHub。
• ウェブフック URL。リージョンのパブリックエンドポイントを使用して生成されます。

CodePipelineGitHubウェブフックをに登録します。これにより、レポジトリのイベントを受信するた
めの URL がサブスクライブされます。

6. パイプラインの編集が終わったら、[パイプラインの変更を保存] を選択して概要ページに戻ります。

パイプラインに対して作成されるウェブフックの名前を示すメッセージが表示されます。[Save and 
continue] を選択します。

7. アクションをテストするには、AWS CLI を使用して、パイプラインのソースステージで指定された
ソースに変更をコミットすることで、変更をリリースします。

ポーリングパイプラインを Webhook (GitHubバージョン 1 ソー
スアクション) に移行する (CLI)
ウェブフックを使用するために定期的なチェックを使用しているパイプラインを編集するには、次の手順
を使用します。パイプラインを作成する場合は、「でパイプラインを作成 CodePipeline (p. 213)」を参
照してください。

イベント駆動型パイプラインを構築するには、パイプラインの PollForSourceChanges パラメータを編
集してから、以下のリソースを手動で作成します。

• GitHubウェブフックと認証パラメータ
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ウェブフックを作成して登録するには

Note

CLI または AWS CloudFormation を使用してパイプラインを作成して ウェブフックを追加する場
合は、定期的なチェックを無効にする必要があります。定期的なチェックを無効にするには、以
下の最終的な手順に詳述するとおり、PollForSourceChanges パラメータを明示的に追加して 
false に設定する必要があります。そうしないと、CLI または AWS CloudFormation パイプライン
の既定により、PollForSourceChanges はデフォルトで true となり、パイプライン構造の出
力に表示されません。PollForSourceChangesデフォルトの詳細については、を参照してください
PollForSourceChanges パラメータのデフォルト設定 (p. 479)。

1. テキストエディタで、作成するウェブフックの JSON ファイルを作成して保存します。「my-
webhook」という名前のウェブフックには、このサンプルを使用します。

{ 
    "webhook": { 
        "name": "my-webhook", 
  "targetPipeline": "pipeline_name", 
  "targetAction": "source_action_name", 
  "filters": [{ 
      "jsonPath": "$.ref", 
      "matchEquals": "refs/heads/{Branch}" 
  }], 
  "authentication": "GITHUB_HMAC", 
  "authenticationConfiguration": { 
      "SecretToken": "secret" 
  } 
    }
}

2. put-webhook コマンドを呼び出し、--cli-input および --region パラメータを含めます。

次のサンプルコマンドは、webhook_json JSON ファイルで ウェブフックを作成します。

aws codepipeline put-webhook --cli-input-json file://webhook_json.json --region "eu-
central-1"

3. この例に示す出力では、my-webhook という名前のウェブフックに対して URL と ARN が返されま
す。

{ 
    "webhook": { 
        "url": "https://webhooks.domain.com/trigger111111111EXAMPLE11111111111111111", 
        "definition": { 
            "authenticationConfiguration": { 
                "SecretToken": "secret" 
            }, 
            "name": "my-webhook", 
            "authentication": "GITHUB_HMAC", 
            "targetPipeline": "pipeline_name", 
            "targetAction": "Source", 
            "filters": [ 
                { 
                    "jsonPath": "$.ref", 
                    "matchEquals": "refs/heads/{Branch}" 
                } 
            ] 
        }, 
        "arn": "arn:aws:codepipeline:eu-central-1:ACCOUNT_ID:webhook:my-webhook" 
    }, 
    "tags": [{ 
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      "key": "Project", 
      "value": "ProjectA" 
    }]
}

この例では、ウェブフックにProjectタグキーとProjectA値を含めることで、ウェブフックにタグ
付けを追加します。CodePipeline におけるリソースのタグ付けの詳細については、「リソースのタグ
付け (p. 157)」を参照してください。

4. register-webhook-with-third-party コマンドを呼び出し、--webhook-name パラメータを含めます。

次のサンプルコマンドは、「my-webhook」という名前のウェブフックを登録します。

aws codepipeline register-webhook-with-third-party --webhook-name my-webhook

PollForSourceChangesパイプラインのパラメータを編集するには
Important

このメソッドを使用してパイプラインを作成すると、PollForSourceChanges パラメータはデ
フォルトで true になります (ただし、明示的に false に設定した場合は除きます)。イベントベー
スの変更検出を追加する場合は、このパラメータを出力に追加する必要があります。ポーリング
を無効にするには、このパラメータを false に設定します。そうしないと、1 つのソース変更に対
してパイプラインが 2 回起動されます。詳細については、「 PollForSourceChanges パラメータ
のデフォルト設定 (p. 479)」を参照してください

1. get-pipeline コマンドを実行して、パイプライン構造を JSON ファイルにコピーします。例え
ば、MyFirstPipeline という名前のパイプラインの場合は、以下のコマンドを入力します。

aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json

このコマンドは何も返しませんが、作成したファイルは、コマンドを実行したディレクトリにありま
す。

2. 任意のプレーンテキストエディタで JSON ファイルを開き、以下に示しているよう
に、PollForSourceChanges パラメータを変更または追加してソースステージを編集します。この
例では、UserGitHubRepo という名前のリポジトリで、パラメータを false に設定します。

なぜこの変更を行うのですか? このパラメータを変更すると、定期的なチェックがオフになるため、
イベントベースの変更検出のみ使用することができます。

"configuration": { 
    "Owner": "name", 
    "Repo": "UserGitHubRepo", 
     "PollForSourceChanges": "false",
    "Branch": "main", 
    "OAuthToken": "****"
},

3. get-pipeline コマンドを使用して取得されたパイプライン構造を操作している場合、ファイルか
ら metadata 行を削除して JSON ファイルの構造を編集する必要があります。それ以外の場合
は、update-pipeline コマンドで使用することはできません。JSON ファイルのパイプライン構造
から "metadata" セクションを削除します ({ } 行と、"created"、"pipelineARN"、および
"updated" フィールド)。

例えば、構造から以下の行を削除します。

"metadata": { 
    "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name", 
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    "created": "date", 
    "updated": "date"
},

ファイルを保存します。
4. 変更を適用するには、以下のように、パイプライン JSON ファイルを指定して、 update-pipeline コマ

ンドを実行します。
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 codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json

このコマンドは、編集したパイプラインの構造全体を返します。
Note

update-pipeline コマンドは、パイプラインを停止します。update-pipeline コマンドを実行し
たときにパイプラインによりリビジョンが実行されている場合、その実行は停止します。更
新されたパイプラインによりそのリビジョンを実行するには、パイプラインを手動で開始す
る必要があります。パイプラインを手動で開始するには start-pipeline-execution コマンドを
使用します。

プッシュイベント用にパイプラインを更新する (GitHubバージョ
ン 1 ソースアクション) (AWS CloudFormationテンプレート)
パイプライン (GitHubソース付き) を定期チェック (ポーリング) から Webhook を使用したイベントベース
の変更検出に更新するには、以下の手順に従います。

でイベント駆動型パイプラインを構築するにはAWS CodeCommit、PollForSourceChangesパイプライ
ンのパラメータを編集してから、テンプレートにGitHub Webhook リソースを追加します。

AWS CloudFormation でパイプラインを作成して管理する場合、テンプレートには以下のような内容が含
まれます。

Note

ソースステージ内の PollForSourceChanges 設定プロパティを書き留めます。テンプレートに
プロパティが含まれていない場合、PollForSourceChanges はデフォルトで true に設定され
ます。

YAML

Resources: 
  AppPipeline:  
    Type: AWS::CodePipeline::Pipeline 
    Properties:  
      Name: github-polling-pipeline 
      RoleArn:  
        !GetAtt CodePipelineServiceRole.Arn 
      Stages:  
        -  
          Name: Source 
          Actions:  
            -  
              Name: SourceAction 
              ActionTypeId:  
                Category: Source 
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                Owner: ThirdParty 
                Version: 1 
                Provider: GitHub 
              OutputArtifacts:  
                - Name: SourceOutput 
              Configuration:  
                Owner: !Ref GitHubOwner 
                Repo: !Ref RepositoryName 
                Branch: !Ref BranchName 
                OAuthToken: 
 {{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}                
 PollForSourceChanges: true 
              RunOrder: 1

...

JSON

        "AppPipeline": { 
            "Type": "AWS::CodePipeline::Pipeline", 
            "Properties": { 
                "Name": "github-polling-pipeline", 
                "RoleArn": { 
                    "Fn::GetAtt": [ 
                        "CodePipelineServiceRole", 
                        "Arn" 
                    ] 
                }, 
                "Stages": [ 
                    { 
                        "Name": "Source", 
                        "Actions": [ 
                            { 
                                "Name": "SourceAction", 
                                "ActionTypeId": { 
                                    "Category": "Source", 
                                    "Owner": "ThirdParty", 
                                    "Version": 1, 
                                    "Provider": "GitHub" 
                                }, 
                                "OutputArtifacts": [ 
                                    { 
                                        "Name": "SourceOutput" 
                                    } 
                                ], 
                                "Configuration": { 
                                    "Owner": { 
                                        "Ref": "GitHubOwner" 
                                    }, 
                                    "Repo": { 
                                        "Ref": "RepositoryName" 
                                    }, 
                                    "Branch": { 
                                        "Ref": "BranchName" 
                                    }, 
                                    "OAuthToken": 
 "{{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}", 
                                    "PollForSourceChanges": true 
                                }, 
                                "RunOrder": 1 
                            } 
                        ] 
                    },
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...

テンプレートにパラメータを追加してウェブフックを作成するには

AWS Secrets Manager を使用して認証情報を保存することを強くお勧めします。Secrets Manager を使
用する場合は、Secrets Manager でシークレットパラメータをすでに設定して保存しておく必要がありま
す。この例では、GitHubウェブフックの認証情報に Secrets Manager への動的な参照を使用します。詳細
については、「動的な参照を使用してテンプレート値を指定する」を参照してください。

Important

シークレットパラメータを渡すときは、値をテンプレートに直接入力しないでください。値はプ
レーンテキストとしてレンダリングされるため、読み取り可能です。セキュリティ上の理由か
ら、AWS CloudFormation テンプレートでプレーンテキストを使用して認証情報を保存しないで
ください。

CLI または AWS CloudFormation を使用してパイプラインを作成して ウェブフックを追加する場合は、定
期的なチェックを無効にする必要があります。

Note

定期的なチェックを無効にするには、以下の最終的な手順に詳述するとお
り、PollForSourceChanges パラメータを明示的に追加して false に設定する必要が
あります。そうしないと、CLI または AWS CloudFormation パイプラインの既定によ
り、PollForSourceChanges はデフォルトで true となり、パイプライン構造の出力に表
示されません。PollForSourceChangesデフォルトの詳細については、を参照してください
PollForSourceChanges パラメータのデフォルト設定 (p. 479)。

1. テンプレートの Resources に、パラメータを追加します。

YAML

Parameters: 
        GitHubOwner: 
          Type: String

...

JSON

{ 
 "Parameters": { 
  "BranchName": { 
   "Description": "GitHub branch name", 
   "Type": "String", 
   "Default": "main" 
  }, 
  "GitHubOwner": { 
   "Type": "String" 
  },

...

2. AWS::CodePipeline::Webhook AWS CloudFormation リソースを使用して、ウェブフックを追加
します。

Note

指定した TargetAction は、パイプラインで定義したソースアクションの Name プロパ
ティと一致する必要があります。
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RegisterWithThirdPartyがに設定されている場合はtrue、OAuthTokenに関連するユーザが必要
なスコープを設定できることを確認してくださいGitHub。GitHubトークンとウェブフックには以下の
スコープが必要です。

• repo - パブリックおよびプライベートリポジトリからパイプラインにアーティファクトを読み込ん
でプルする完全制御に使用されます。

• admin:repo_hook - リポジトリフックの完全制御に使用されます。

それ以外の場合は 404GitHub を返します。返される 404 の詳細については、「https:// 
help.github.com/articles/about-webhooks」を参照してください

YAML

  AppPipelineWebhook: 
    Type: AWS::CodePipeline::Webhook 
    Properties: 
      Authentication: GITHUB_HMAC 
      AuthenticationConfiguration: 
        SecretToken: {{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}} 
      Filters: 
        -  
          JsonPath: "$.ref" 
          MatchEquals: refs/heads/{Branch} 
      TargetPipeline: !Ref AppPipeline 
      TargetAction: SourceAction 
      Name: AppPipelineWebhook 
      TargetPipelineVersion: !GetAtt AppPipeline.Version 
      RegisterWithThirdParty: true

...

JSON

"AppPipelineWebhook": { 
    "Type": "AWS::CodePipeline::Webhook", 
    "Properties": { 
        "Authentication": "GITHUB_HMAC", 
        "AuthenticationConfiguration": { 
            "SecretToken": 
 "{{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}" 
        }, 
        "Filters": [{ 
            "JsonPath": "$.ref", 
            "MatchEquals": "refs/heads/{Branch}" 
        }], 
        "TargetPipeline": { 
            "Ref": "AppPipeline" 
        }, 
        "TargetAction": "SourceAction", 
        "Name": "AppPipelineWebhook", 
        "TargetPipelineVersion": { 
            "Fn::GetAtt": [ 
              "AppPipeline", 
              "Version" 
            ] 
        }, 
        "RegisterWithThirdParty": true 
    }
},
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...

3. 更新したテンプレートをローカルコンピュータに保存し、AWS CloudFormation コンソールを開きま
す。

4. スタックを選択し、[既存スタックの変更セットの作成] を選択します。
5. テンプレートをアップロードし、AWS CloudFormation に示された変更を表示します。これらがス

タックに加えられる変更です。新しいリソースがリストに表示されています。
6. [実行] を選択します。

PollForSourceChangesパイプラインのパラメータを編集するには

Important

このメソッドを使用してパイプラインを作成すると、PollForSourceChanges パラメータはデ
フォルトで true になります (ただし、明示的に false に設定した場合は除きます)。イベントベー
スの変更検出を追加する場合は、このパラメータを出力に追加する必要があります。ポーリング
を無効にするには、このパラメータを false に設定します。そうしないと、1 つのソース変更に対
してパイプラインが 2 回起動されます。詳細については、「 PollForSourceChanges パラメータ
のデフォルト設定 (p. 479)」を参照してください

• テンプレートで、PollForSourceChanges を false に変更します。パイプライン定義に
PollForSourceChanges が含まれていなかった場合は、追加して false に設定します。

なぜこの変更を行うのですか? このパラメータを false に変更すると、定期的チェックがオフになる
ため、イベントベースの変更検出のみ使用することができます。

YAML

          Name: Source 
          Actions:  
            -  
              Name: SourceAction 
              ActionTypeId:  
                Category: Source 
                Owner: ThirdParty 
                Version: 1 
                Provider: GitHub 
              OutputArtifacts:  
                - Name: SourceOutput 
              Configuration:  
                Owner: !Ref GitHubOwner 
                Repo: !Ref RepositoryName 
                Branch: !Ref BranchName 
                OAuthToken: 
 {{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}} 
                 PollForSourceChanges: false
              RunOrder: 1

JSON

 { 
    "Name": "Source", 
    "Actions": [{ 
  "Name": "SourceAction", 
  "ActionTypeId": { 
      "Category": "Source", 
      "Owner": "ThirdParty", 
      "Version": 1, 
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      "Provider": "GitHub" 
 }, 
 "OutputArtifacts": [{ 
     "Name": "SourceOutput" 
 }], 
 "Configuration": { 
     "Owner": { 
   "Ref": "GitHubOwner" 
     }, 
     "Repo": { 
   "Ref": "RepositoryName" 
     }, 
     "Branch": { 
         "Ref": "BranchName" 
     }, 
     "OAuthToken": "{{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}", 
      PollForSourceChanges: false
 }, 
 "RunOrder": 1 
    }]

Example

でこれらのリソースを作成するとAWS CloudFormation、定義された WebhookGitHub が指定されたリポジ
トリに作成されます。パイプラインはコミット時にトリガーされます。

YAML

Parameters: 
  GitHubOwner: 
    Type: String 
     
Resources: 
  AppPipelineWebhook: 
    Type: AWS::CodePipeline::Webhook 
    Properties: 
      Authentication: GITHUB_HMAC 
      AuthenticationConfiguration: 
        SecretToken: {{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}} 
      Filters: 
        -  
          JsonPath: "$.ref" 
          MatchEquals: refs/heads/{Branch} 
      TargetPipeline: !Ref AppPipeline 
      TargetAction: SourceAction 
      Name: AppPipelineWebhook 
      TargetPipelineVersion: !GetAtt AppPipeline.Version 
      RegisterWithThirdParty: true 
  AppPipeline:  
    Type: AWS::CodePipeline::Pipeline 
    Properties:  
      Name: github-events-pipeline 
      RoleArn:  
        !GetAtt CodePipelineServiceRole.Arn 
      Stages:  
        -  
          Name: Source 
          Actions:  
            -  
              Name: SourceAction 
              ActionTypeId:  
                Category: Source 
                Owner: ThirdParty 
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                Version: 1 
                Provider: GitHub 
              OutputArtifacts:  
                - Name: SourceOutput 
              Configuration:  
                Owner: !Ref GitHubOwner 
                Repo: !Ref RepositoryName 
                Branch: !Ref BranchName 
                OAuthToken: 
 {{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}} 
                PollForSourceChanges: false 
              RunOrder: 1

...

JSON

{ 
    "Parameters": { 
        "BranchName": { 
            "Description": "GitHub branch name", 
            "Type": "String", 
            "Default": "main" 
        }, 
        "RepositoryName": { 
            "Description": "GitHub repository name", 
            "Type": "String", 
            "Default": "test" 
        }, 
        "GitHubOwner": { 
            "Type": "String" 
        }, 
        "ApplicationName": { 
            "Description": "CodeDeploy application name", 
            "Type": "String", 
            "Default": "DemoApplication" 
        }, 
        "BetaFleet": { 
            "Description": "Fleet configured in CodeDeploy", 
            "Type": "String", 
            "Default": "DemoFleet" 
        } 
    }, 
    "Resources": {

... 

        }, 
        "AppPipelineWebhook": { 
            "Type": "AWS::CodePipeline::Webhook", 
            "Properties": { 
                "Authentication": "GITHUB_HMAC", 
                "AuthenticationConfiguration": { 
                    "SecretToken": { 
                        "{{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}" 
                    } 
                }, 
                "Filters": [ 
                    { 
                        "JsonPath": "$.ref", 
                        "MatchEquals": "refs/heads/{Branch}" 
                    } 
                ], 
                "TargetPipeline": { 
                    "Ref": "AppPipeline" 

API バージョン 2015-07-09
308



AWS CodePipeline ユーザーガイド
の作成 CodePipeline サービスロール

                }, 
                "TargetAction": "SourceAction", 
                "Name": "AppPipelineWebhook", 
                "TargetPipelineVersion": { 
                    "Fn::GetAtt": [ 
                        "AppPipeline", 
                        "Version" 
                    ] 
                }, 
                "RegisterWithThirdParty": true 
            } 
        }, 
        "AppPipeline": { 
            "Type": "AWS::CodePipeline::Pipeline", 
            "Properties": { 
                "Name": "github-events-pipeline", 
                "RoleArn": { 
                    "Fn::GetAtt": [ 
                        "CodePipelineServiceRole", 
                        "Arn" 
                    ] 
                }, 
                "Stages": [ 
                    { 
                        "Name": "Source", 
                        "Actions": [ 
                            { 
                                "Name": "SourceAction", 
                                "ActionTypeId": { 
                                    "Category": "Source", 
                                    "Owner": "ThirdParty", 
                                    "Version": 1, 
                                    "Provider": "GitHub" 
                                }, 
                                "OutputArtifacts": [ 
                                    { 
                                        "Name": "SourceOutput" 
                                    } 
                                ], 
                                "Configuration": { 
                                    "Owner": { 
                                        "Ref": "GitHubOwner" 
                                    }, 
                                    "Repo": { 
                                        "Ref": "RepositoryName" 
                                    }, 
                                    "Branch": { 
                                        "Ref": "BranchName" 
                                    }, 
                                    "OAuthToken": 
 "{{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}", 
                                    "PollForSourceChanges": false 
                                }, 
                                "RunOrder": 1

...

の作成 CodePipeline サービスロール
パイプラインの作成時に、サービスロールを作成するか、既存のサービスロールを使用します。
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♪ CodePipeline コンソールまたはAWS CLIを作成するために CodePipeline サービスロール。サービス
ロールは、パイプラインを作成するために必要であり、パイプラインは必ず作成元のサービスロールに関
連付けられます。

でパイプラインを作成する前にAWSCLI、作成する必要があります CodePipeline パイプラインのサー
ビスロール。サービスロールとポリシーを指定した AWS CloudFormation テンプレートの例について
は、チュートリアル: AWS CloudFormation デプロイアクションの変数を使用するパイプラインを作成す
る (p. 92) のチュートリアルを参照してください。

サービスロールは、AWS マネージドロールではなく、最初はパイプラインの作成用として作成します。次
に、新しいアクセス許可をサービスロールポリシーに追加するたびに、パイプラインのサービスロールの
更新が必要になる場合があります。サービスロールを使用してパイプラインを作成すると、このパイプラ
インに別のサービスロールを適用することはできません。推奨されるポリシーをサービスロールに添付し
ます。

サービスロールの詳細については、「CodePipeline サービスロールを管理する (p. 458)」を参照してく
ださい。

の作成 CodePipeline サービスロール (コンソール)
コンソールを使用してパイプラインを作成すると、 CodePipeline パイプライン作成ウィザードでのサービ
スロール。

1. にサインインしますAWS Management Consoleを開き CodePipeline コンソールで:http://
console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home。

選択パイプラインの作成を完了しますステップ 1: パイプラインの設定の選択パイプライン作成ウィ
ザードのページ。

Note

パイプラインを作成したら、その名前を変更することはできません。その他の制限について
の詳細については、「のクォータAWSCodePipeline (p. 586)」を参照してください。

2. In (イン)サービスロール、選択新しいサービスロールを許可します CodePipeline を選択して、に IAM 
での新しいサービスロールの作成を行います。

3. パイプラインの作成を完了します。パイプラインのサービスロールを使用して IAM ロールを一覧表示
できます。また、get-pipeline CLI で AWS コマンドを実行して、パイプラインに関連付けられて
いるサービスロールの ARN を表示できます。

の作成 CodePipeline のサービスロール (CLI)
でパイプラインを作成する前にAWSCLI またはAWS CloudFormationを作成すると、 CodePipelineパイプ
ラインのサービスロール。

1. IAM コンソールまたは AWS CLI を使用してロールを作成し、サービスロールポリシーを添付しま
す。デフォルトのサービスロールポリシーを表示するには、「の作成 CodePipeline サービスロール 
(コンソール) (p. 310)」の手順に従ってサービスロールを作成し、IAM コンソールでデフォルトポリ
シーを表示します。ポリシー名の形式は、通常、ロール名の形式と同じです。

2. サービスロールの ARN は、AWS CLI または AWS CloudFormation でパイプラインを作成するときに
使用します。

3. パイプラインの作成後に、パイプラインのサービスロールを使用して IAM ロールを一覧表示できま
す。また、get-pipeline CLI で AWS コマンドを実行して、パイプラインに関連付けられている
サービスロールの ARN を表示できます。
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CodePipeline でパイプラインにタグ付けする
タグは、AWS リソースに関連付けられているキーと値のペアです。CodePipeline で作成したパイプライ
ンにタグを適用することができます。CodePipeline リソースのタグ付け、使用例、タグのキーと値の制
約、サポートされているリソースの種類については、リソースのタグ付け (p. 157) を参照してください。

パイプラインを作成するときに CLI を使用してタグを指定できます。コンソールまたは CLI を使用してタ
グを追加または削除し、パイプラインのタグの値を更新できます。各パイプラインに最大 50 個のタグを
追加できます。

トピック
• パイプラインにタグ付けする (コンソール) (p. 311)
• パイプラインにタグ付けする (CLI) (p. 312)

パイプラインにタグ付けする (コンソール)
コンソールまたは CLI を使用して、リソースのタグ付けをします。パイプラインは、コンソールまたは 
CLI のどちらでも管理できる唯一の CodePipeline リソースです。

トピック
• パイプラインにタグを追加する (コンソール) (p. 311)
• パイプラインのタグを表示する (コンソール) (p. 311)
• パイプラインのタグを編集する (コンソール) (p. 312)
• パイプラインからタグを削除する (コンソール) (p. 312)

パイプラインにタグを追加する (コンソール)
コンソールを使用して既存のパイプラインにタグを追加します。

1. AWS Management Console にサインインして、http://console.aws.amazon.com/codesuite/
codepipeline/home にある CodePipeline コンソールを開きます。

2. Pipelines ページで、タグを追加するパイプラインを選択します。
3. ナビゲーションパネルから [Settings (設定)] を選択します。
4. [Pipeline tags] で、[Edit] を選択します。
5. [Key] フィールドと [Value] フィールドに、追加するタグのセットごとにキーペアを入力します。([値]

フィールドはオプションです。) 例えば、[キー] に「Project」と入力します。[値] に「ProjectA」
と入力します。

6. (オプション) [タグを追加] をクリックして行を追加し、さらにタグを入力します。
7. [送信] を選択します。タグは、パイプラインの設定の下に表示されます。

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

1. AWS Management Console にサインインして、http://console.aws.amazon.com/codesuite/
codepipeline/home にある CodePipeline コンソールを開きます。

2. [Pipelines] ページで、タグを表示するパイプラインを選択します。
3. ナビゲーションパネルから [Settings (設定)] を選択します。
4. [Pipeline tags] で、[Key] 列と [Value] 列下のパイプラインのタグを表示します。
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パイプラインのタグを編集する (コンソール)
コンソールを使用してパイプラインに追加されたタグを編集します。

1. AWS Management Console にサインインして、http://console.aws.amazon.com/codesuite/
codepipeline/home にある CodePipeline コンソールを開きます。

2. [Pipelines] ページで、タグを更新するパイプラインを選択します。
3. ナビゲーションパネルから [Settings (設定)] を選択します。
4. [Pipeline tags] で、[Edit] を選択します。
5. [キー] フィールドと [値] フィールドに、必要に応じて各フィールドの値を更新します。例え

ば、Project キーの場合は、[Value] で、ProjectA を ProjectB に変更します。
6. [送信] を選択します。

パイプラインからタグを削除する (コンソール)
コンソールを使用してパイプラインからタグを削除できます。関連付けられているリソースからタグを削
除すると、そのタグが削除されます。

1. AWS Management Console にサインインして、http://console.aws.amazon.com/codesuite/
codepipeline/home にある CodePipeline コンソールを開きます。

2. [Pipelines] ページで、タグを削除するパイプラインを選択します。
3. ナビゲーションパネルから [Settings (設定)] を選択します。
4. [Pipeline tags] で、[Edit] を選択します。
5. 削除する各タグのキーと値の横にある [Remove tag] を選択します。
6. [送信] を選択します。

パイプラインにタグ付けする (CLI)
CLI を使用してリソースにタグを付けることができます。パイプラインのタグを管理するには、コンソー
ルを使用する必要があります。

トピック
• パイプラインにタグを追加する (CLI) (p. 312)
• パイプラインのタグを表示する (CLI) (p. 313)
• パイプラインのタグを編集する (CLI) (p. 313)
• パイプラインからタグを削除する (CLI) (p. 313)

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

作成時にタグをパイプラインに追加するには、「でパイプラインを作成 CodePipeline (p. 213)」を参照
してください。

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

ターミナルまたはコマンドラインで、タグを追加するパイプラインのAmazon リソースネーム (ARN)、
および追加するタグのキーと値を指定して tag-resource コマンドを実行します。パイプラインに複
数のタグを追加できます。例えば、MyPipeline というパイプラインに、Test のタグ値を持った
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DeploymentEnvironment というタグキーと、true のタグ値を持った IscontainerBased というタ
グキーの 2 つのタグを付けるとします。

aws codepipeline tag-resource --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-west-2:account-
id:MyPipeline --tags key=Project,value=ProjectA key=IscontainerBased,value=true

成功すると、このコマンドは何も返しません。

パイプラインのタグを表示する (CLI)
次の手順に従って、AWS CLI を使用してパイプラインの AWS タグを表示します。タグが追加されていな
い場合、返されるリストは空になります。

ターミナルまたはコマンドラインで、list-tags-for-resource コマンドを実行します。例え
ば、arn:aws:codepipeline:us-west-2:account-id:MyPipeline ARN の値を持った
MyPipeline という名前のパイプラインのタグキーとタグ値のリストを表示するとします。

aws codepipeline list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-
west-2:account-id:MyPipeline

成功した場合、このコマンドは次のような情報を返します。

{ 
    "tags": { 
        "Project": "ProjectA", 
        "IscontainerBased": "true" 
    }
}

パイプラインのタグを編集する (CLI)
AWS CLI を使用してパイプラインのタグを編集するには、次の手順に従います。既存のキーの値を変更し
たり、別のキーを追加できます。次のセクションに示すように、パイプラインからタグを削除することも
できます。

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

aws codepipeline tag-resource --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-west-2:account-
id:MyPipeline --tags key=Project,value=ProjectA

成功すると、このコマンドは何も返しません。

パイプラインからタグを削除する (CLI)
AWS CLI を使用してパイプラインからタグを削除するには、次の手順に従います。関連付けられているリ
ソースからタグを削除すると、そのタグが削除されます。

Note

パイプラインを削除すると、削除されたパイプラインからすべてのタグの関連付けが削除されま
す。パイプラインを削除する前にタグを削除する必要はありません。

ターミナルまたはコマンド行で、タグを削除するパイプラインのARNと削除するタグのタグキーを指定し
て、untag-resource コマンドを実行します。例えば、MyPipeline という名前のパイプライン上のタグ
キーが Project および IscontainerBased である複数のタグを削除するには、次のようにします。
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aws codepipeline untag-resource --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-west-2:account-
id:MyPipeline --tag-keys Project IscontainerBased

成功すると、このコマンドは何も返しません。パイプラインに関連付けられているタグを確認するに
は、list-tags-for-resource コマンドを実行します。

通知ルールの作成
通知ルールを使用すると、パイプラインの実行開始時など、重要な変更を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 CodePipeline 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. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/codepipeline/
CodePipeline でコンソールを開きます。

2. [Pipelines (パイプライン)] を選択し、通知を追加するパイプラインを選択します。
3. パイプラインページで、[Notify (通知)] を選択し、次に、[Create notification rule (通知ルールを作成)] 

を選択します。パイプラインの [Settings (設定)] ページに移動し、[Create notification rule (通知ルール
を作成)] 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.

EventBridgeAmazonに提供された情報のみを通知に含めたい場合は、詳細タイプで「基本」を選択し
ます。AmazonEventBridge に提供された情報や、CodePipelineまたは通知マネージャーから提供され
た情報を含める場合は、「すべて」を選択します。

詳細については、「通知の内容とセキュリティについて」を参照してください。
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。詳細については、「パイプラインでの通知ルールのイベント」を参照してください。
7. [Targets (ターゲット)] で、次のいずれかの操作を行います。

• 通知で使用するリソースを設定済みである場合は、[Choose target type] で、[AWS Chatbot (Slack)] 
または [SNS topic] を選択します。[Choose target] で、クライアントの名前 (AWS Chatbot で設定し
た Slack クライアントの場合) または Amazon SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN) (通
知に必要なポリシーが設定済みである Amazon SNS トピックの場合) を選択します。

• 通知で使用するリソースを設定していない場合は、[Create target]、[SNS topic] の順に選択しま
す。codestar-notifications- の後にトピックの名前を指定し、[Create] を選択します。

Note

• 通知ルールの作成の一環として Amazon SNS トピックを作成すると、トピックへのイベン
ト発行を通知機能に許可するポリシーが適用されます。通知ルール用に作成したトピック
を使用すると、このリソースに関する通知を受信するユーザーのみをサブスクライブでき
ます。

• 通知ルールの作成の一環として AWS Chatbot クライアントを作成することはできませ
ん。AWS Chatbot (Slack) を選択すると、AWS Chatbot でクライアントを設定するように
指示するボタンが表示されます。このオプションを選択すると、AWS Chatbot コンソール
が開きます。詳細については、「通知と AWS Chatbot 間の統合を設定する」を参照してく
ださい。
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• 既存の Amazon SNS トピックをターゲットとして使用する場合は、このトピック用の他
のすべてのポリシーに加えて、AWS CodeStar Notifications に必要なポリシーを追加する
必要があります。詳細については、「通知用の Amazon SNS トピックを設定する」および
「通知の内容とセキュリティについて」を参照してください。

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、「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」を参照してください。また、通知と AWS Chatbot を統合して、Amazon Chime チャットルーム
あるいは Slack channels に通知を送信することもできます。詳細については、「通知と AWS Chatbot 
間の統合を設定する」を参照してください。

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、ターゲットを含めます。次の例は、ID 123456789012MyNotificationRule の 
MyNotifications ルールを示します。MyDemoPipelineAWSMyNotificationTopicパイプラインの実行が
スタートすると、通知は、完全な詳細タイプで codestar-tifications というリポジトリに送信さ
れます：

{ 
    "Name": "MyNotificationRule", 
    "EventTypeIds": [ 
        "codepipeline-pipeline-pipeline-execution-started" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:codebuild:us-east-2:123456789012:MyDemoPipeline", 
    "Targets": [ 
        { 
            "TargetType": "SNS", 
            "TargetAddress": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:codestar-
notifications-MyNotificationTopic" 
        } 
    ], 
    "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  file://rule.json

4. 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"
}
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でのアクションの操作 CodePipeline
AWS CodePipeline で、アクションはパイプラインのステージにおけるシーケンスの一部です。また、そ
のステージのアーティファクトで実行されるタスクです。パイプラインのアクションは、ステージ設定の
定義に従い、指定された順序で順番に、または同時に実行されます。

CodePipeline 6 種類のアクションをサポートしています。

• ソース
• ビルド
• テスト
• デプロイ
• 承認
• Invoke

アクションの種類に基づいてパイプラインに統合できるサービスや、パートナー製品およびサービスの詳
細については、「」を参照してくださいCodePipeline アクションタイプとの統合 (p. 20)。AWS のサービ
ス

トピック
• アクションタイプの使用 (p. 316)
• CodePipeline でカスタムアクションを作成および追加する (p. 325)
• CodePipeline でカスタムアクションにタグ付けする (p. 335)
• AWS Lambda でパイプラインに CodePipeline 関数を呼び出す (p. 337)
• CodePipeline で失敗したアクションを再試行する (p. 353)
• CodePipeline で承認アクションを管理する (p. 356)
• CodePipeline でクロスリージョンアクションを追加する (p. 365)
• 変数の操作 (p. 374)

アクションタイプの使用
アクションタイプは、プロバイダとして AWS CodePipeline でサポートされているインテグレーションモ
デルのいずれかを使用して顧客用に作成する、事前構成済みのアクションです。

アクションタイプをリクエスト、表示、および更新できます。アクションタイプがアカウントに対して所
有者として作成されている場合は、AWS CLI を使用して、アクションタイプのプロパティと構造を表示
または更新します。アクションタイプのプロバイダーまたは所有者である場合、顧客はアクションを選択
し、で使用可能になった後にそのアクションをパイプラインに追加できますCodePipeline。

Note

custom フィールド内の owner でアクションを作成して、ジョブワーカーで実行します。インテ
グレーションモデルでは作成しません。カスタムアクションの詳細については、「CodePipeline 
でカスタムアクションを作成および追加する (p. 325)」を参照してください。

アクションタイプのコンポーネント

次のコンポーネントがアクションタイプを構成します。
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• アクションタイプ ID - ID はカテゴリ、所有者、プロバイダー、およびバージョンで構成されます。次の
例は、ThirdParty の所有者、Test のカテゴリ、TestProvider というプロバイダー、1 のバージョ
ンのアクションタイプ ID であることを示しています。

            { 
                "Category": "Test", 
                "Owner": "ThirdParty", 
                "Provider": "TestProvider", 
                "Version": "1" 
            },

• 実行者設定 - アクションの作成時に指定されたインテグレーションモデルまたはアクションエンジン。
アクションタイプの実行者を指定するときは、次の 2 つのタイプのいずれかを選択します。
• Lambda: アクションタイプの所有者は、インテグレーションを Lambda 関数として書き込みま

す。Lambda 関数は、CodePipelineアクションで使用可能なジョブがあるたびに呼び出されます。
• JobWorker: アクションタイプの所有者は、カスタマーパイプラインで利用可能なジョブをポーリング

するジョブワーカーとしてインテグレーションを書き込みます。その後ジョブワーカーはジョブを実
行し、APICodePipeline を使用してジョブ結果をCodePipeline API に送り返します。

Note

ジョブワーカーインテグレーションモデルは、推奨されるインテグレーションモデルではあ
りません。

• 入力および出力アーティファクト: アクションタイプの所有者がアクションの顧客に対して指定するアー
ティファクトの制限。

• アクセス許可: サードパーティーのアクションタイプにアクセスできる顧客を指定するアクセス許可戦
略。使用可能なアクセス許可戦略は、アクションタイプで選択したインテグレーションモデルによって
異なります。

• URL: アクションタイプの所有者の設定ページなど、顧客が操作できるリソースへのディープリンク。

トピック
• アクションタイプをリクエストする (p. 317)
• 使用可能なアクションタイプをパイプラインに追加する (コンソール) (p. 321)
• アクションタイプを表示する (p. 322)
• アクションタイプを更新する (p. 323)

アクションタイプをリクエストする
CodePipelineサードパーティープロバイダーから新しいアクションタイプがリクエストされると、アク
ションタイプがアクションタイプの所有者に対して作成されCodePipeline、所有者はアクションタイプを
管理および表示できます。

アクションタイプは、プライベートアクションまたは公開アクションのいずれかです。アクションタイプ
の作成時、アクションタイプはプライベートになります。アクションタイプを公開アクションに変更する
ようリクエストするには、CodePipelineサービスチームにお問い合わせください。

CodePipelineチームのアクション定義ファイル、実行者リソース、およびアクションタイプのリクエスト
を作成する前に、インテグレーションモデルを選択する必要があります。

ステップ 1: インテグレーションモデルを選択する
インテグレーションモデルを選択し、そのモデルの構成を作成します。インテグレーションモデルを選択
したら、インテグレーションリソースを構成する必要があります。
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• Lambda インテグレーションモデルの場合、Lambda 関数を作成し、許可を追加します。
インテグレータである Lambda 関数に許可を追加して、CodePipelineサービスプリンシパ
ル:CodePipelinecodepipeline.amazonaws.comを使用して呼び出す許可をサービスに提供します。
許可は、AWS CloudFormation またはコマンドラインを使用して追加できます。
• AWS CloudFormation を使用して許可を追加する例

  CodePipelineLambdaBasedActionPermission: 
    Type: 'AWS::Lambda::Permission' 
    Properties: 
      Action: 'lambda:invokeFunction' 
      FunctionName: {"Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:lambda:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:function:function-name"} 
      Principal: codepipeline.amazonaws.com

• コマンドラインのドキュメント
• ジョブワーカーインテグレーションモデルの場合、ジョブワーカーがCodePipeline API を使用してジョ

ブをポーリングすることが許可されたアカウントのリストを使用してインテグレーションを作成しま
す。

ステップ 2: アクションタイプ定義ファイルを作成する
JSON を使用して、アクションタイプ定義ファイルでアクションタイプを定義します。ファイルには、ア
クションカテゴリ、アクションタイプの管理に使用されるインテグレーションモデル、および構成プロパ
ティが含まれます。

Note

パブリックアクションの作成後は、properties のアクションタイププロパティを optional か
ら required へ変更することはできません。owner を変更することもできません。

アクションタイプ定義ファイルのパラメータの詳細については、CodePipelineAPI
ActionTypeDeclarationUpdateActionTypeリファレンスのおよびを参照してください。

アクションタイプ定義ファイルには 8 つのセクションがあります。

• description: 更新するアクションタイプの説明。
• executor: Lambda または job worker のサポートされているインテグレーション

モデルで作成されたアクションタイプの実行者に関する情報。実行者タイプに基づ
き、jobWorkerExecutorConfiguration または lambdaExecutorConfiguration のどちらかの
みを提供できます。
• configuration: 選択したインテグレーションモデルに基づいたアクションタイプの構成のリソー

ス。Lambda インテグレーションモデルの場合は、Lambda 関数 ARN を使用します。ジョブワーカー
インテグレーションモデルの場合は、ジョブワーカーが実行されるアカウントまたはアカウントのリ
ストを使用します。

• jobTimeout: ジョブのタイムアウト (秒単位)。アクションの実行は、複数のジョブで構成できます。
これは 1 つのジョブに対するタイムアウトであり、アクションの実行全体に対するタイムアウトでは
ありません。

Note

Lambda インテグレーションモデルの最大タイムアウトは 15 分です。
• policyStatementsTemplate: アクションの実行を正常に実行するために必要な、CodePipelineカ

スタマーアカウント内の許可を指定するポリシーステートメント。
• type: Lambda または JobWorker のアクションタイプの作成と更新に使用されるインテグレーショ

ンモデル。
• id: アクションタイプのカテゴリ、所有者、プロバイダー、およびバージョン ID。
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• category: ソース、ビルド、デプロイ、テスト、呼び出し、承認のステージで実行できるアクション
の種類。

• provider: プロバイダ会社や製品名など、呼び出されるアクションタイプのプロバイダ。プロバイダ
名は、アクションタイプの作成時に指定されます。

• owner: AWS または ThirdParty の呼び出されているアクションの作成者。
• version: アクションタイプのバージョン設定に使用する文字列。最初のバージョンでは、バージョ

ン番号を 1 に設定します。
• inputArtifactDetails: パイプラインの前のステージから期待されるアーティファクトの数。
• outputArtifactDetails: アクションタイプステージの結果から期待されるアーティファクトの数。
• permissions: アクションタイプを使用する許可のあるアカウントを識別する詳細。
• properties: プロジェクトタスクを完了するために必要なパラメータ。

• description: ユーザーに表示されるプロパティの説明。
• optional: 設定プロパティがオプションであるかどうか。
• noEcho: 顧客が入力したフィールド値をログから除外するかどうか。もしtrue、GetPipeline API リ

クエストで返された時に値が編集されます。
• key 設定プロパティがキーであるかどうか。
• queryable: プロパティがポーリングで使用されるかどうか。アクションタイプには、1 つだけ問い

合わせ可能なプロパティを設定できます。1 つ設定されている場合、そのプロパティは必須でなけれ
ばならず、シークレットであってはなりません。

• name: ユーザーに表示されるプロパティ名。
• urls: URLCodePipeline のリストがユーザに表示されます。

• entityUrlTemplate: 設定ページなど、アクションタイプの外部リソースへの URL。
• executionUrlTemplate: アクションの最新の実行の詳細への URL。
• revisionUrlTemplate:CodePipeline 顧客が外部アクションの設定を更新、または変更できるペー

ジへの URL。
• thirdPartyConfigurationUrl: ユーザーが外部サービスにサインアップし、そのサービスによっ

て提供されるアクションの初期設定を実行できるページへの URL。

次のコードは、アクションタイプ定義ファイルの例を示しています。

{ 
   "actionType": {  
      "description": "string", 
      "executor": {  
         "configuration": {  
            "jobWorkerExecutorConfiguration": {  
               "pollingAccounts": [ "string" ], 
               "pollingServicePrincipals": [ "string" ] 
            }, 
            "lambdaExecutorConfiguration": {  
               "lambdaFunctionArn": "string" 
            } 
         }, 
         "jobTimeout": number, 
         "policyStatementsTemplate": "string", 
         "type": "string" 
      }, 
      "id": {  
         "category": "string", 
         "owner": "string", 
         "provider": "string", 
         "version": "string" 
      }, 
      "inputArtifactDetails": {  
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         "maximumCount": number, 
         "minimumCount": number 
      }, 
      "outputArtifactDetails": {  
         "maximumCount": number, 
         "minimumCount": number 
      }, 
      "permissions": {  
         "allowedAccounts": [ "string" ] 
      }, 
      "properties": [  
         {  
            "description": "string", 
            "key": boolean, 
            "name": "string", 
            "noEcho": boolean, 
            "optional": boolean, 
            "queryable": boolean 
         } 
      ], 
      "urls": {  
         "configurationUrl": "string", 
         "entityUrlTemplate": "string", 
         "executionUrlTemplate": "string", 
         "revisionUrlTemplate": "string" 
      } 
   }
}

ステップ 3: にインテグレーションを登録するCodePipeline
アクションタイプをに登録するにはCodePipeline、CodePipelineサービスチームにお問い合わせくださ
い。

CodePipelineサービスチームにより、サービスコードベースを変更して、新しいアクションタイプのイン
テグレーションが登録されます。CodePipelineパブリックアクションとプライベートアクションの 2 つの
新しいアクションを登録します。プライベートアクションをテストに使用し、準備ができたら、顧客トラ
フィックを処理する公開アクションを起動します。

Lambda インテグレーションのリクエストを登録するには

• 次のフォームを使用して、CodePipelineサービスチームにリクエストを送信します。

This issue will track the onboarding of [Name] in CodePipeline.

[Contact engineer] will be the primary point of contact for this integration.

Name of the action type as you want it to appear to customers: Example.com Testing

Initial onboard checklist:

1. Attach an action type definition file in JSON format. This includes the schema for 
 the action type

2. A list of test accounts for the allowlist which can access the new action type 
 [{account, account_name}]

3. The Lambda function ARN

4. List of AWS ##### where your action will be available
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イプラインに追加する (コンソール)

5. Will this be available as a public action?

ジョブワーカーインテグレーションのリクエストを登録するには

• 次のフォームを使用して、CodePipelineサービスチームにリクエストを送信します。

This issue will track the onboarding of [Name] in CodePipeline.

[Contact engineer] will be the primary point of contact for this integration.

Name of the action type as you want it to appear to customers: Example.com Testing

Initial onboard checklist:

1. Attach an action type definition file in JSON format. This includes the schema for 
 the action type.

2. A list of test accounts for the allowlist which can access the new action type 
 [{account, account_name}]

3. URL information:
Website URL: https://www.example.com/%TestThirdPartyName%/%TestVersionNumber%

Example URL pattern where customers will be able to review their configuration 
 information for the action: https://www.example.com/%TestThirdPartyName%/%customer-ID
%/%CustomerActionConfiguration%

Example runtime URL pattern: https://www.example.com/%TestThirdPartyName%/%customer-ID
%/%TestRunId%

4. List of AWS ##### where your action will be available

5. Will this be available as a public action?

ステップ 4: 新しいインテグレーションを起動する
新しいインテグレーションを一般的に使用する準備ができたら、CodePipelineサービスチームにお問い合
わせください。

使用可能なアクションタイプをパイプラインに追加す
る (コンソール)
アクションタイプをパイプラインに追加して、テストできるようにします。新しいパイプラインを作成す
るか、既存のパイプラインを編集することでこれが可能になります。

Note

アクションタイプがソース、ビルド、またはデプロイカテゴリのアクションの場合は、パイプラ
インを作成することで追加できます。アクションタイプがテストカテゴリにある場合は、既存の
パイプラインを編集して追加する必要があります。

CodePipelineコンソールから既存のパイプラインにアクションタイプを追加するには

1. AWS Management Consoleにログインし、http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/
homeCodePipeline でコンソールを開きます。

2. パイプラインのリストで、アクションタイプを追加したいパイプラインを選択します。
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3. パイプラインの概要ビューページで、[編集] を選択します。
4. ステージの編集を選択します。アクションタイプを追加したいステージで、[ Add action group (アク

ショングループの追加) ] を選択します。[アクションの編集 ] ページが表示されます。
5. [アクションの編集 ] ページで、[Action name (アクション名) ] にアクションの名前を入力します。こ

れは、パイプラインのステージに表示される名前です。
6. [アクションプロバイダ ] で、リストからアクションタイプを選択します。

リスト内の値は、アクションタイプ定義ファイルで指定された provider に基づいています。
7. [入力アーティファクト ] で、次の形式でアーティファクト名を入力します。

Artifactname::FileName

許容される最小数量と最大数量は、アクションタイプ定義ファイルで指定される
inputArtifactDetails に基づいて定義されます。

8. [<Action_Name> への接続 ] を選択します。

ブラウザウィンドウが開き、アクションタイプ用に作成したウェブサイトに接続します。
9. 顧客としてウェブサイトにログインし、顧客がアクションタイプを使用するための手順を完了しま

す。手順はアクションのカテゴリ、ウェブサイト、および構成によって異なりますが、通常、顧客を 
[アクションの編集 ] ページへ送り返す完了アクションが含まれます。

10. CodePipeline[アクションの編集] ページで、アクションの追加設定フィールドが表示されます。表示
されるフィールドは、アクション定義ファイルで指定した設定プロパティです。アクションタイプに
合わせてカスタマイズしたフィールドに情報を入力します。

例えば、アクション定義ファイルで Host という名前のプロパティが指定されている場合、ホスト  の
ラベルが付いたフィールドが、お客様のアクション用に [アクションの編集 ] ページに表示されます。

11. [出力アーティファクト ] で、次の形式でアーティファクト名を入力します。

Artifactname::FileName

許容される最小数量と最大数量は、アクションタイプ定義ファイルで指定される
outputArtifactDetails に基づいて定義されます。

12. [完了] を選択して、パイプラインの詳細ページに戻ります。

Note

顧客は、オプションで CLI を使用してアクションタイプをパイプラインに追加できます。
13. アクションをテストするには、パイプラインのソースステージで指定されたソースに変更をコミット

するか、[パイプラインを手動で開始する] の手順に従います。

アクションタイプでパイプラインを作成するには、でパイプラインを作成 CodePipeline (p. 213) のステッ
プに従い、テストをするステージの数だけアクションタイプを選択します。

アクションタイプを表示する
CLI を使用して、アクションタイプを表示できます。get-action-type コマンドを使用して、インテグレー
ションモデルを使用して作成されたアクションタイプを表示します。

アクションタイプを表示するには

1. 入力 JSON ファイルを作成し、ファイルの名前を file.json にします。アクションタイプ ID を次
の例に示すように JSON 形式で追加します。

{ 
API バージョン 2015-07-09

322

https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/how-to-manually-start.html


AWS CodePipeline ユーザーガイド
アクションタイプを更新する

    "category": "Test", 
    "owner": "ThirdParty", 
    "provider": "TestProvider", 
    "version": "1"
}

2. ターミナルウィンドウまたはコマンドラインで、get-action-type コマンドを実行します。

aws codepipeline get-action-type --cli-input-json file://file.json

このコマンドは、アクションタイプのアクション定義の出力を返します。この例では、Lambda イン
テグレーションモデルで作成されたアクションタイプを表示します。

{ 
    "actionType": { 
        "executor": { 
            "configuration": { 
                "lambdaExecutorConfiguration": { 
                    "lambdaFunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:<account-
id>:function:my-function" 
                } 
            }, 
            "type": "Lambda" 
        }, 
        "id": { 
            "category": "Test", 
            "owner": "ThirdParty", 
            "provider": "TestProvider", 
            "version": "1" 
        }, 
        "inputArtifactDetails": { 
            "minimumCount": 0, 
            "maximumCount": 1 
        }, 
        "outputArtifactDetails": { 
            "minimumCount": 0, 
            "maximumCount": 1 
        }, 
        "permissions": { 
            "allowedAccounts": [ 
                "<account-id>" 
            ] 
        }, 
        "properties": [] 
    }
}

アクションタイプを更新する
CLI を使用して、インテグレーションモデルで作成されたアクションタイプを編集できます。

公開アクションタイプの場合、所有者を更新することはできず、オプションのプロパティを必須事項に変
更することはできません。また、新しいオプションプロパティのみを追加できます。

1. get-action-type コマンドを使用して、アクションタイプの構造を取得します。構造をコピーしま
す。

2. 入力 JSON ファイルを作成し、ファイルの名前を action.json にします。前のステップでコピーし
たアクションタイプ構造を、そこに貼り付けます。変更したいパラメータを更新します。オプション
のパラメータを追加することもできます。
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入力ファイルのパラメータの詳細については、ステップ 2: アクションタイプ定義ファイルを作成す
る (p. 318) の「アクション定義ファイルの説明」を参照してください。

次の例では、Lambda インテグレーションモデルで作成されたアクションタイプの例を更新する方法
を表示します。この例では、以下の変更が発生します。

• provider の名前を TestProvider1 に変更します。
• 900 秒のジョブタイムアウト制限を追加します。
• Host という名前のアクション設定プロパティを追加します。これは、アクションを使用する顧客

に表示されます。

{ 
    "actionType": { 
        "executor": { 
            "configuration": { 
                "lambdaExecutorConfiguration": { 
                    "lambdaFunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:<account-
id>:function:my-function" 
                } 
            }, 
            "type": "Lambda", 
             "jobTimeout": 900 
        }, 
        "id": { 
            "category": "Test", 
            "owner": "ThirdParty", 
            "provider": "TestProvider1", 
            "version": "1" 
        }, 
        "inputArtifactDetails": { 
            "minimumCount": 0, 
            "maximumCount": 1 
        }, 
        "outputArtifactDetails": { 
            "minimumCount": 0, 
            "maximumCount": 1 
        }, 
        "permissions": { 
            "allowedAccounts": [ 
                "account-id" 
            ] 
        },
        "properties": { 
         "description": "Owned build action parameter description", 
         "optional": true, 
         "noEcho": false, 
         "key": true, 
         "queryable": false, 
         "name": "Host" 
         }
    }
}

3. ターミナルまたはコマンドラインで、update-action-type コマンドを実行します。

aws codepipeline update-action-type --cli-input-json file://action.json

このコマンドは、更新されたパラメータに適合するアクションタイプの出力を返します。
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CodePipeline でカスタムアクションを作成および
追加する

AWS CodePipeline には、自動リリースプロセスのビルド、テスト、およびデプロイリソースの設定に役
立つ複数のアクションが含まれています。社内で開発したビルドプロセスやテストスイート等、デフォル
トアクションに含まれていないアクティビティがリリースプロセスに含まれる場合、その目的のためにカ
スタムアクションを作成し、パイプラインに含めることができます。AWS CLI を使って、AWS アカウン
トに関連付けられたパイプラインにカスタムアクションを作成できます。

以下の AWS CodePipeline アクションカテゴリについては、カスタムアクションを作成できます。

• 項目を構築または変換するカスタムビルドアクション
• 項目を 1 つ以上のサーバー、ウェブサイトまたはリポジトリにデプロイするカスタムデプロイアクショ

ン
• 自動テストを設定して実行するカスタムテストアクション
• 関数を実行するカスタム呼び出しアクション

カスタムアクションを作成する際、CodePipelineこのカスタムアクションのジョブリクエストをポー
リングするジョブワーカーを作成し、ジョブを実行してステータス結果をに返す必要があります
CodePipeline。このジョブワーカーは、CodePipeline のパブリックエンドポイントにアクセスできる限
り、どのコンピュータまたはリソースにあっても構いません。簡単にアクセスおよびセキュリティを管理
するために、ジョブワーカーを Amazon EC2 インスタンスにホストすることを考慮してください。

次の図では、カスタム構築アクションを含むパイプラインの高レベルビューを示します:

パイプラインにステージの一部としてカスタムアクションが含まれる場合、パイプラインはジョブリクエ
ストを作成します。カスタムジョブワーカーはそのリクエストを検出し、そのジョブを実行します (この
例では、サードパーティ構築ソフトウェアを使用するカスタムプロセス)。アクションが完了すると、ジョ
ブワーカーは成功結果または失敗結果を返します。成功結果を受け取ると、パイプラインはリビジョンと
次のアクションのアーティファクトを提供します。失敗が返された場合、パイプラインはリビジョンを次
のアクションに渡しません。
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Note

これらの手順では、すでにCodePipeline の開始方法 (p. 16)のステップを完了していることを前提
としています。

トピック
• カスタムアクションを作成する (p. 326)
• カスタムアクションのジョブワーカーを作成する (p. 329)
• パイプラインにカスタムアクションを追加する (p. 333)

カスタムアクションを作成する
AWS CLI を使用してカスタムアクションを作成するには

1. テキストエディタを開き、アクションカテゴリ、アクションプロバイダー、およびカスタムアクショ
ンで必要な設定を含む、カスタムアクションの JSON ファイルを作成します。例えば、1 つのプロパ
ティのみを必要とするカスタムビルドアクションを作成する場合、JSON ファイルは次のようになり
ます。

{ 
    "category": "Build", 
    "provider": "My-Build-Provider-Name", 
    "version": "1", 
    "settings": { 
        "entityUrlTemplate": "https://my-build-instance/job/{Config:ProjectName}/", 
        "executionUrlTemplate": "https://my-build-instance/job/{Config:ProjectName}/
lastSuccessfulBuild/{ExternalExecutionId}/" 
    }, 
    "configurationProperties": [{ 
        "name": "ProjectName", 
        "required": true, 
        "key": true, 
        "secret": false, 
        "queryable": false, 
        "description": "The name of the build project must be provided when this action 
 is added to the pipeline.", 
        "type": "String" 
    }], 
    "inputArtifactDetails": { 
        "maximumCount": integer, 
        "minimumCount": integer
    }, 
    "outputArtifactDetails": { 
        "maximumCount": integer, 
        "minimumCount": integer
    }, 
    "tags": [{ 
      "key": "Project", 
      "value": "ProjectA" 
    }]
}

この例では、カスタムアクションで Project タグキーと ProjectA 値を含めることで、カスタムア
クションにタグ付けを追加します。CodePipeline におけるリソースのタグ付けの詳細については、
「リソースのタグ付け (p. 157)」を参照してください。

2 つのプロパティ entityUrlTemplate および executionUrlTemplate が JSON ファイルに含
まれています。設定プロパティが必須で、かつシークレットではない限り、{Config:name} 形式に
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従って、URL テンプレート内のカスタムアクションの設定プロパティで名前を参照できます。例え
ば、上の例では、entityUrlTemplate値は設定プロパティを参照しますProjectName。

• entityUrlTemplate: アクションのサービスプロバイダーに関する情報を提供する静的リンク。
この例では、ビルドシステムには、各ビルドプロジェクトへの静的リンクが含まれます。リンク形
式は、ビルドプロバイダー (または、テストなど別のアクションタイプを作成する場合はその他の
サービスプロバイダー) に応じて変わります。このリンク形式を指定し、カスタムアクションが追
加されたときに、ユーザーはこのリンクを選択してブラウザを開き、ビルドプロジェクト (または
テスト環境) の詳細を提供するウェブサイト上のページに移動できるようにする必要があります。

• executionUrlTemplate: アクションの現在の実行または最新の実行に関する情報で更新される動
的リンク。カスタムジョブワーカーがジョブのステータス (成功、失敗、進行中など) を更新すると
きに、リンクを完了するために使用される externalExecutionId も提供されます。このリンク
を使用して、アクションの実行に関する詳細を提供できます。

例えば、パイプラインでアクションを表示すると、次の 2 つのリンクが表示されます。

 この静的リンクは、カスタムアクションを追加し、entityUrlTemplate でアドレスを指
した後で表示されます (カスタムアクションを作成するときに指定します)。

 この動的なリンクは、アクションを実行し、executionUrlTemplate でアドレスを指す
たびに更新されます (カスタムアクションを作成するときに指定します)。

これらのリンクタイプの詳細、RevisionURLTemplateThirdPartyURLおよびについ
ては、CodePipelineAPI CreateCustomActionTypeリファレンスの「」を参照してくださ
いActionTypeSettings。アクション構造の要件とアクションの作成方法の詳細については、
「CodePipeline パイプライン構造リファレンス (p. 469)」を参照してください。

2. JSON ファイルを保存し、簡単に覚えることができる名前 (例えばなど MyCustomAction) を付けま
す。

3. AWS CLI をインストールしたコンピュータで、ターミナルセッション (Linux、OS X、Unix) またはコ
マンドプロンプト (Windows) を開きます。
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4. AWS CLI を使用して、aws codepipeline create-custom-action-type コマンドを実行して、先ほど作成
した JSON ファイルの名前を指定します。

例えば、ビルドカスタムアクションを作成するには以下のようにします。

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 codepipeline create-custom-action-type --cli-input-json file://MyCustomAction.json

5. このコマンドは、作成したカスタムアクションの構造全体、および追加された JobList アクション
設定プロパティを返します。パイプラインにカスタムアクションを追加するときは、JobList を使用
して、プロバイダーからのプロジェクトのうちジョブをポーリングできるものを指定できます。これ
を設定しない場合、カスタムジョブワーカーがジョブをポーリングするときに、使用可能なすべての
ジョブが返されます。

例えば、前のコマンドは、次のような構造を返します。

{ 
    "actionType": { 
        "inputArtifactDetails": {                
            "maximumCount": 1,                 
            "minimumCount": 1 
       }, 
       "actionConfigurationProperties": [ 
            { 
                "secret": false, 
                "required": true, 
                "name": "ProjectName", 
                "key": true, 
                "description": "The name of the build project must be provided when 
 this action is added to the pipeline." 
            } 
        ], 
        "outputArtifactDetails": {                
            "maximumCount": 0,                 
            "minimumCount": 0 
        }, 
        "id": { 
            "category": "Build", 
            "owner": "Custom", 
            "version": "1", 
            "provider": "My-Build-Provider-Name" 
        }, 
        "settings": { 
            "entityUrlTemplate": "https://my-build-instance/job/{Config:ProjectName}/", 
            "executionUrlTemplate": "https://my-build-instance/job/mybuildjob/
lastSuccessfulBuild/{ExternalExecutionId}/" 
        } 
    }
}

Note

create-custom-action-type コマンドの出力の一部として、 id セクションには "owner": 
"Custom" が含まれます。CodePipeline は、カスタムアクションタイプの所有者として自動
的に Custom を割り当てます。create-custom-action-type コマンドまたは update-pipeline コ
マンドを使用する場合、この値を割り当てまたは変更することはできません。
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カスタムアクションのジョブワーカーを作成する
カスタムアクションは、CodePipelineカスタムアクションのジョブリクエストをポーリングし、ジョ
ブを実行して、ステータス結果をに返すジョブワーカーが必要ですCodePipeline。ジョブワーカー
は、CodePipeline のパブリックエンドポイントにアクセスできる限り、どのコンピュータまたはリソース
にあっても構いません。

ジョブワーカーを設計する方法は複数あります。次のセクションでは、CodePipeline のカスタムジョブ
ワーカーを開発するための、実践的なガイダンスを提供します。

トピック
• ジョブワーカー用にアクセス許可管理戦略を選択して設定する (p. 329)
• カスタムアクションのジョブワーカーを開発する (p. 331)
• カスタムジョブワーカーのアーキテクチャと例 (p. 332)

ジョブワーカー用にアクセス許可管理戦略を選択して設定する
CodePipeline でカスタムアクションのカスタムジョブワーカーを開発するには、ユーザーやアクセス権限
管理を統合するための戦略が必要になります。

最も簡単な戦略は、 IAM インスタンスロールで Amazon EC2 インスタンスを作成することでカスタム
ジョブワーカーに必要なインフラストラクチャを追加することです。これは、統合に必要なリソースを簡
単にスケールアップすることを可能にします。組み込み統合と AWS を使用し、カスタムジョブワーカー
と CodePipeline の間の相互作用を簡素化できます。

Amazon EC2 インスタンスをセットアップする

1. Amazon EC2 の詳細を参照し、統合に適しているかどうかを判断します。詳細については、「
Amazon EC2 - 仮想サーバーのホスティング」を参照してください。

2. Amazon EC2 インスタンスの作成を開始します。詳細については、「Amazon EC2 Linux インスタン
スの開始方法」を参照してください。

他に考慮すべき戦略は、ID フェデレーションと IAM を使用した既存の ID プロバイダーシステムおよびリ
ソースとの統合です。この戦略は、お客様がすでに企業 ID プロバイダーを持っているか、ウェブ ID プロ
バイダーを使用するユーザーをサポートできるよう設定されている場合に、特に便利です。ID フェデレー
ションは、IAM ユーザーを作成または管理することなくCodePipeline、AWSリソースへの安全なアクセス
を許可します。パスワードのセキュリティ要件や認証情報の更新に機能やポリシーを活用できます。サン
プルアプリケーションをお客様自身の設計のテンプレートとして使用できます。

ID フェデレーションをセットアップするには

1. IAM 認証フェデレーションの詳細について学習します。詳細については、「フェデレーションの管
理」を参照してください。

2. 「一時的なアクセス権を付与するシナリオ」の例を参照して、カスタムアクションのニーズに最適な
一時アクセスのシナリオを確認します。

3. インフラストラクチャに関連する ID フェデレーションのコード例を確認します。例えば、以下の参照
先をご覧ください。

• Active Directory ユースケースのための ID フェデレーションのサンプルアプリケーション
4. ID フェデレーションの設定を開始します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ID プロバイ

ダーとフェデレーション」を参照してください。

カスタムアクションおよびジョブワーカーを実行する際に、以下の内 1 つを作成して、AWS アカウント
ジョブワーカーを実行する際に、ジョブワーカーを使用してください。
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AWS Management Console の外部で AWS を操作するには、ユーザーはプログラムによるアクセスが必要
です。プログラムによるアクセスを許可する方法は、AWS にアクセスしているユーザーのタイプによって
異なります。

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

どのユーザーがプログラムによ
るアクセスを必要としますか?

To By

ワークフォース ID

(IAM Identity Center で管理され
ているユーザー)

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

使用するインターフェイス用の
手順に従ってください。

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

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

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

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

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

使用するインターフェイス用の
手順に従ってください。

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

• AWS SDK とツールについて
は、「AWS SDK とツールリ
ファレンスガイド」の「長
期認証情報を使用して認証す
る」を参照してください。

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

次は、カスタムジョブワーカーで使用するために作成する可能性があるポリシーの例です。このポリシー
は例に過ぎず、そのまま提供されています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
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      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "codepipeline:PollForJobs", 
        "codepipeline:AcknowledgeJob", 
        "codepipeline:GetJobDetails", 
        "codepipeline:PutJobSuccessResult", 
        "codepipeline:PutJobFailureResult" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-east-2::actionType:custom/Build/MyBuildProject/1/"   
      ]               
    } 
  ]
}   

Note

AWSCodePipelineCustomActionAccess管理ポリシーの使用を検討してください。

カスタムアクションのジョブワーカーを開発する
アクセス権限管理戦略を選択した後、ジョブワーカーが CodePipeline とどう相互作用するかを考慮した方
が良いでしょう。次の概要図は、ビルドプロセスのカスタムアクションおよびジョブワーカーのワークフ
ローを示します。

1. ジョブワーカーは、PollForJobs を使用するジョブに CodePipeline をポーリングします。
2. パイプラインがソースステージでの変更によってトリガーされる際 (例えば、開発者が変更をコミット

した際)、自動リリースプロセスが開始します。プロセスは、カスタムアクションが設定されたステージ
まで継続します。このステージのアクションに達すると、CodePipeline はジョブをキューにいれます。
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このジョブは、ジョブワーカーがステータスを取得するために PollForJobs を再度呼び出すと、表示
されます。PollForJobs からジョブ詳細を取得し、ジョブワーカーに渡します。

3. ジョブワーカーがジョブ確認 (ジョブの確認)CodePipeline を送信しま
す。AcknowledgeJobCodePipelineジョブワーカーがジョブを継続中であることを示す確認 
(InProgress) を返します。または、複数のジョブワーカーがジョブをポーリングしていて、別のジョ
ブワーカーがジョブを登録済みである場合は、InvalidNonceExceptionエラー InProgress 確認の
後、CodePipeline は結果が返されるまで待機します。

4. ジョブワーカーはリビジョンでカスタムアクションを開始し、その後にアクションが実行されます。他
のアクションとともに、カスタムアクションは結果をジョブワーカーに返します。ビルドカスタムアク
ションの例では、アクションが Amazon S3 バケットからアーティファクトを引き出し、構築して、構
築されたアーティファクトを Amazon S3 バケットに正常にプッシュします。

5. そのアクションが実行されている間、ジョブワーカーは、継続トークン (ジョブワーカーによって生成
されたジョブの状態のシリアル化、例えば JSON 形式のビルド識別子や Amazon S3 オブジェクトキー) 
を使用して PutJobSuccessResult を呼び出すことができ、さらに ExternalExecutionId 情報
（executionUrlTemplate のリンクの入力に使用される) も呼び出すことができます。これは、進行
中に特定のアクション詳細への有効なリンクとともにパイプラインのコンソールビューを更新します。
必要ではありませんが、ユーザーがカスタムアクションの実行中にそのステータスを確認することを可
能にするため、ベストプラクティスです。

PutJobSuccessResult が呼び出されると、ジョブは完了したと見なされます。継続トークン
が含まれる新しいジョブが CodePipeline に作成されます。このジョブは、ジョブワーカーが再度
PollForJobs を呼び出すと表示されます。この新しいジョブは、アクションの状態を確認するために
使用でき、継続トークンを伴って返すか、アクションが完了すると、継続トークンを伴わずに返しま
す。

Note

ジョブワーカーがカスタムアクションの処理をすべて行っている場合、ジョブワーカーの処
理を少なくとも 2 つのステップに分割することを考慮した方が良いでしょう。最初のステッ
プでは、アクションの詳細ページを確立します。詳細ページを作成すると、ジョブワーカー
の状態をシリアル化し、サイズ制限の対象である継続トークンとして返します。 (のクォータ
AWSCodePipeline (p. 586)を参照してください)。例えば、継続トークンとして使用する文字
列に、アクションの状態を書き込むことができます。ジョブワーカーの処理の 2 番目のステッ
プ (およびその後のステップ) が、アクションの実際の作業を実行します。最終ステップは、最
終ステップの継続トークンなしで成功または失敗を CodePipeline に返します。

継続トークンの使用方法の詳細については、「CodePipelineAPI リファレンス」を参照してくださ
い。PutJobSuccessResult

6. カスタムアクションが完了すると、ジョブワーカーは 2 つの内 1 つの APICodePipeline を呼び出すこと
でカスタムアクションの結果をに返します:
• カスタムアクションの実行が成功したことを示す、継続トークンなしの PutJobSuccessResult 。
• PutJobFailureResult のカスタムアクションが成功しなかったことを示す

結果によって、パイプラインは次のアクションに継続 (成功) するか、停止 (失敗) します。

カスタムジョブワーカーのアーキテクチャと例
高レベルワークフローを綿密に計画した後、ジョブワーカーを作成できます。最終的にはカスタムアク
ションの仕様がジョブワーカーに必要なものを決定しますが、カスタムアクションのジョブワーカーの多
くは以下の機能を含みます:

• PollForJobs を使用して CodePipeline からジョブをポーリングする。
• AcknowledgeJob、PutJobSuccessResult、および PutJobFailureResult を使用してジョブを

確認し、CodePipeline に結果を返す。
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• パイプラインの Amazon S3 バケットからアーティファクトを取得する、またはアーティファクトを配
置する。Amazon S3 バケットからアーティファクトをダウンロードするには、署名バージョン 4 の署名 
(Sig V4) を使用する Amazon S3 クライアントを作成する必要があります。AWS KMS には Sig V4 が必
要です。

Amazon S3 バケットにアーティファクトをアップロードするには、さらに Amazon S3 リクエスト
PutObject が暗号化を使用するよう設定する必要があります。現在 AWS キー管理サービス(AWS 
KMS)のみが暗号化でsupportされています。 AWS KMS は AWS KMS keys を使用します。アーティ
ファクトのアップロードにユーザー管理キーを使用するかカスタマー管理キーを使用するかを知るに
は、カスタムジョブワーカーがジョブデータを確認し、暗号化キーのプロパティを確認する必要があり
ます。AWS マネージドキープロパティが設定されている場合は、設定時にそのカスタマー管理キー ID 
を使用する必要がありますAWS KMS。key プロパティが null の場合は、AWS マネージドキー を使用し
ます。CodePipelineAWS マネージドキー特に設定しない限り、を使用します。

Java または .NET で AWS KMS パラメータの作成する方法の例については、Amazon S3 の特定の AWS 
Key Management Service でAWSSDKsを使用している箇所を参照してください。の Amazon S3 の詳
細については、「Amazon S3CodePipeline の製品ページ」を参照してくださいCodePipeline コンセプ
ト (p. 3)。

カスタムジョブワーカーのより複雑な例については、を参照してくださいGitHub。このサンプルは、オー
プンソースコードであり、現状のまま提供されています。

• Job ワーカーの例CodePipeline:GitHubリポジトリからサンプルをダウンロードしてください。

パイプラインにカスタムアクションを追加する
ジョブワーカーを入手した後、カスタムアクションをパイプラインに追加できます。追加するには、[パイ
プラインの作成] ウィザードを使用し、新しいパイプラインを作成して選択するか、既存のパイプラインを
編集してカスタムアクションを追加します。または 、AWS CLI 、SDK、API を使用します。

Note

ビルドまたはデプロイアクションであれば、パイプラインの作成ウィザードでカスタムアクショ
ンを含むパイプラインを作成できます。カスタムアクションがテスト カテゴリーにある場合は、
既存のパイプラインを編集して追加する必要があります。

トピック
• 既存のパイプラインにカスタムアクションを追加する (CLI) (p. 333)

既存のパイプラインにカスタムアクションを追加する (CLI)
AWS CLI を使用して既存のパイプラインにカスタムアクション追加します。

1. ターミナルセッション (Linux、macOSまたはUnix) またはコマンドプロンプト (Windows) を開
き、get-pipeline コマンドを実行して、編集するパイプライン構造を JSON ファイルにコピーしま
す。例えば、MyFirstPipeline という名前のパイプラインの場合は、以下のコマンドを入力しま
す。

aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json

このコマンドは何も返しませんが、作成したファイルは、コマンドを実行したディレクトリにありま
す。

2. 任意のテキストエディタで JSON ファイルを開き、ファイルの構造を変更して、カスタムアクション
を既存のステージに追加します。
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Note

そのステージでアクションを別のアクションと並行して実行する場合は、そのアクションと
同じ runOrder 値を割り当てます。

例えば、Build という名前のステージを追加し、パイプラインの構造を変更してそのステージにビルド
カスタムアクションを追加する場合は次のように JSON を変更して、デプロイステージの前にビルド
ステージを追加します。

, 
    { 
      "name": "MyBuildStage", 
      "actions":  [ 
              { 
                "inputArtifacts": [ 
                { 
                   "name": "MyApp" 
                 } 
                   ], 
                    "name": "MyBuildCustomAction", 
                    "actionTypeId": { 
                        "category": "Build", 
                        "owner": "Custom", 
                        "version": "1", 
                        "provider": "My-Build-Provider-Name" 
                    }, 
                    "outputArtifacts": [ 
                        { 
                          "name": "MyBuiltApp" 
                        } 
                    ], 
                    "configuration": { 
                        "ProjectName": "MyBuildProject" 
                    }, 
                    "runOrder": 1 
                } 
            ] 
        },       
        { 
            "name": "Staging", 
            "actions": [ 
                    { 
                        "inputArtifacts": [ 
                            { 
                                "name": "MyBuiltApp" 
                            } 
                        ], 
                        "name": "Deploy-CodeDeploy-Application", 
                        "actionTypeId": { 
                            "category": "Deploy", 
                            "owner": "AWS", 
                            "version": "1", 
                            "provider": "CodeDeploy" 
                        }, 
                        "outputArtifacts": [], 
                        "configuration": { 
                            "ApplicationName": "CodePipelineDemoApplication", 
                            "DeploymentGroupName": "CodePipelineDemoFleet" 
                        }, 
                        "runOrder": 1 
                    } 
                ] 
             }      
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    ]
}

3. 変更を適用するには、以下のように、パイプライン JSON ファイルを指定して、 update-pipeline コマ
ンドを実行します。

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 codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json

このコマンドは、編集したパイプラインの構造全体を返します。
4. CodePipeline コンソールを開き、編集したパイプラインの名前を選択します。

そのパイプラインには、行った変更が示されます。ソース場所を次に変更すると、修正した構造のパ
イプラインによりそのリビジョンが実行されます。

CodePipeline でカスタムアクションにタグ付けす
る

タグは、AWS リソースに関連付けられているキーと値のペアです。コンソールまたは CLI を使用し
て、CodePipelineでカスタムアクションにタグを適用できます。CodePipeline リソースのタグ付け、
使用例、タグのキーと値の制約、サポートされているリソースの種類については、リソースのタグ付
け (p. 157) を参照してください。

カスタムアクションのタグの値を追加、削除、更新することができます。各カスタムアクションには、最
大 50 個のタグを追加できます。

トピック
• カスタムアクションにタグを追加する (p. 335)
• カスタムアクションのタグを表示する  (p. 336)
• カスタムアクションのタグを編集する (p. 336)
• カスタムアクションからタグを削除する (p. 336)

カスタムアクションにタグを追加する
AWS CLI を使用してカスタムアクションにタグを追加するには、以下の手順に従ってください。作成時
にカスタムアクションにタグを追加するには、「CodePipeline でカスタムアクションを作成および追加す
る (p. 325)」を参照してください。

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

ターミナルまたはコマンドラインで、タグを追加するカスタムアクションの Amazon リソースネーム 
(ARN)、および追加するタグのキーと値を指定して tag-resource コマンドを実行します。1 つのカスタム
アクションに複数のタグを追加できます。例えば、2 つのタグがあるカスタムアクションにタグ付けする
には、TestActionType というタグキーで UnitTest というタグ値を、また ApplicationName という
タグキーで MyApplication というタグ値を指定します。

aws codepipeline tag-resource --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-west-2:account-
id:actiontype:Owner/Category/Provider/Version --tags key=TestActionType,value=UnitTest
 key=ApplicationName,value=MyApplication
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成功すると、このコマンドは何も返しません。

カスタムアクションのタグを表示する
次の手順に従って、AWS CLI を使用してカスタムアクションの AWS タグを表示します。タグが追加され
ていない場合、返されるリストは空になります。

ターミナルまたはコマンドラインで、list-tags-for-resource コマンドを実行し
ます。たとえば、ARN arn:aws:codepipeline:us-west-2:account-
id:actiontype:Owner/Category/Provider/Version を持つカスタムアクションのタグキーとタグ
値のリストを表示するには、次のように入力します。

aws codepipeline list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-
west-2:account-id:actiontype:Owner/Category/Provider/Version

成功した場合、このコマンドは次のような情報を返します。

{ 
    "tags": { 
        "TestActionType": "UnitTest", 
        "ApplicationName": "MyApplication" 
    }
}

カスタムアクションのタグを編集する
AWS CLI を使用してカスタムアクションのタグを編集するには、次の手順に従います。既存のキーの値を
変更したり、別のキーを追加できます。次のセクションに示すように、カスタムアクションからタグを削
除することもできます。

端末またはコマンドラインで、tag-resource コマンドを実行して、タグを更新するカスタムアクションの 
Amazon リソースネーム (ARN) を指定し、タグキーとタグ値を指定します。

aws codepipeline tag-resource --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-
west-2:account-id:actiontype:Owner/Category/Provider/Version --tags 
 key=TestActionType,value=IntegrationTest

カスタムアクションからタグを削除する
AWS CLI を使用してカスタムアクションからタグを削除するには、次の手順に従います。関連付けられて
いるリソースからタグを削除すると、そのタグが削除されます。

Note

カスタムアクションを削除すると、削除されたカスタムアクションからすべてのタグの関連付け
が削除されます。カスタムアクションを削除する前にタグを削除する必要はありません。

ターミナルまたはコマンド行で、タグを削除するカスタムアクションの ARN と削除するタグのタグキー
を指定して、untag-resource コマンドを実行します。たとえば、タグキー TestActionType があるカス
タムアクションでタグを削除するには、次のように入力します。

aws codepipeline untag-resource --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-west-2:account-
id:actiontype:Owner/Category/Provider/Version --tag-keys TestActionType

成功すると、このコマンドは何も返しません。カスタムアクションに関連付けられているタグを確認する
には、list-tags-for-resource コマンドを実行します。
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AWS Lambda でパイプラインに CodePipeline 関数
を呼び出す

AWS Lambda は、サーバーをプロビジョニングまたは管理せずにコードを実行できるようにするコン
ピューティングサービスです。Lambda 関数を作成し、アクションとしてパイプラインに追加できま
す。Lambda は、ほぼ全てのタスクを実行する関数の書き込みができるため、パイプラインの操作方法を
カスタマイズできます。

Important

LambdaCodePipeline に送信する JSON イベントをログに記録しないでください。これによ
り、CloudWatch Logs にユーザー認証情報が記録される可能性があるためです。CodePipeline
ロールは JSON イベントを使用して、artifactCredentialsフィールドの Lambda に一時的
な認証情報を渡します。イベント例については、「JSON イベントの例 (p. 343)」を参照してく
ださい。

パイプラインで Lambda 関数を使用する方法は次の通りです。

• AWS CloudFormation を使ってパイプラインの 1 つのステージでリソースをオンデマンドで作成し、別
のステージで削除するため。

• CNAME 値を入れ替える Lambda 関数を使用して、ダウンタイムなしで、アプリケーションバージョン
を AWS Elastic Beanstalk にデプロイするため。

• Amazon ECS Docker インスタンスにデプロイするため。
• AMI スナップショットを作成することで、リソースをデプロイまたは作成する前にバックアップするた

め。
• IRC クライアントにメッセージを投稿する等、サードパーティー製品によってパイプラインに統合を追

加するため。

Note

Lambda 関数を作成および実行すると、AWS アカウントに料金が請求される場合があります。詳
細については、「 の料金」を参照してください。

このトピックでは、お客様が AWS CodePipeline と AWS Lambda に精通しており、パイプライン、関
数、およびこれらが依存する IAM ポリシーとロールの作成方法を理解していることを前提としています。
このトピックでは、以下の方法を示します。

• ウェブページが正常にデプロイされたかをテストする Lambda 関数を作成する。
• CodePipelineおよび Lambda 実行ロール、ならびにパイプラインの一部として関数を実行するために必

要な権限を設定する。
• パイプラインを編集して Lambda 関数をアクションとして追加する。
• 手動で変更をリリースすることでアクションをテストする。

Note

CodePipelineでクロスリージョン Lambda invoke アクションを使用する場
合、PutJobSuccessResultおよびを使用したラムダ実行のステータスは、LambdaAWS 関数が存
在するリージョンではなく、Lambda PutJobFailureResultCodePipeline関数が存在するリージョ
ンに送信する必要があります。

このトピックには、以下ののサンプル関数が含まれており、次ののサンプル関数を使用して、Lambda 関
数を使用する柔軟性を示すためのサンプル関数が含まれていますCodePipeline。
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• Basic Lambda function (p. 339)
• で使用する基本的な Lambda 関数を作成するCodePipeline。
• アクションの [詳細]CodePipeline リンクに成功または失敗の結果を返す。

• AWS CloudFormation テンプレートを使用するサンプル Python 関数  (p. 345)
• 複数の設定値を関数に渡すために JSON でエンコードされたユーザーパラメータを使用する 

(get_user_params)。
• アーティファクトバケットで、.zip アーティファクトと相互作用する (get_template)。
• 長時間実行の非同期処理を監視する継続トークンを使用する (continue_job_later)。これによ

り、15 分のランタイム (Lambda の制限) を超えてもアクションを続行し、関数を成功させることがで
きます。

各サンプル関数には、ロールに追加する必要がある権限についての情報が含まれます。AWS Lambda の制
限の詳細については、[AWS Lambda デベロッパーガイド] の [制限] を参照してください。

Important

このトピックに含まれるサンプルコード、ロール、およびポリシーは単なる例であり、現状のま
ま提供されます。

トピック
• ステップ 1: パイプラインを作成する (p. 338)
• ステップ 2 : Lambda 関数を作成する (p. 339)
• ステップ 3:CodePipeline コンソールでパイプラインに Lambda 関数を追加する (p. 342)
• ステップ 4 : Lambda 関数でパイプラインをテストする (p. 342)
• ステップ 5: 次のステップ (p. 343)
• JSON イベントの例 (p. 343)
• 追加のサンプル関数 (p. 345)

ステップ 1: パイプラインを作成する
このステップでは、後で Lambda 関数を追加するパイプラインを作成します。これは、「CodePipeline 
チュートリアル (p. 38)」で作成したものと同じパイプラインです。このパイプラインがまだアカウント
に設定されていて、Lambda 関数を作成するのと同じリージョンにある場合、このステップは省略できま
す。

パイプラインを作成するには

1. の最初の 3 つのステップに従って、Amazon S3 バケット、CodeDeployリソース、2 ステージパイプ
ラインを作成します。チュートリアル: シンプルなパイプラインを作成する (S3 バケット) (p. 39)イン
スタンスタイプに応じて Amazon Linux のオプションを選択します。パイプラインには任意の名前を
使用できますが、このトピックの手順では MyLambdaTestPipeline を使用しています。

2. パイプラインのステータスページの [CodeDeploy アクション] で、[詳細] を選択します。デプロイグ
ループのデプロイの詳細ページで、リストからインスタンス ID を選択します。

3. Amazon EC2 コンソールのインスタンスの [Details] タブで、[Public IPv4 アドレス] の IP アドレス 
(192.0.2.4 など) をコピーします。このアドレスを AWS Lambda で関数のターゲットとして使用し
ます。

Note

CodePipelineのデフォルトサービスロールポリシーには、関数を呼び出すのに必要な Lambda ア
クセス権限が含まれています。ただし、デフォルトサービスロールを変更、または別のものを選
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択した場合、ロールのポリシーが lambda:InvokeFunction および lambda:ListFunctions
権限を許可していることを確認してください。そうしない場合、Lambda アクションを含むパイ
プラインは失敗します。

ステップ 2 : Lambda 関数を作成する
このステップでは、HTTP リクエストを生成し、ウェブページ上のテキスト行をチェックする Lambda 関
数を作成します。このステップの一環として、IAM ポリシーおよび Lambda 実行ロールを作成する必要が
あります。詳細については、[AWS Lambdaデベロッパーガイド]の [権限モデル」を参照してください。

実行ロールを作成するには

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

2. [Policies] を選択してから、[Create Policy] を選択します [JSON] タブを選択して、次のポリシーを
フィールドに貼り付けます。

{ 
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": [  
        "logs:*" 
      ], 
      "Effect": "Allow",  
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:*" 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "codepipeline:PutJobSuccessResult", 
        "codepipeline:PutJobFailureResult" 
        ], 
        "Effect": "Allow", 
        "Resource": "*" 
     } 
  ]
} 

3. [ポリシーの確認] を選択します。
4. [ポリシーの確認] ページで、[名前] に、ポリシー名 (CodePipelineLambdaExecPolicy など) を入

力します。[説明] で Enables Lambda to execute code を入力します。

[Create Policy] (ポリシーの作成) を選択します。

Note

これらは、Lambda 関数が AmazonCodePipelineCloudWatch とやり取りするために必要な最
小限のアクセス権限です。このポリシーを拡張して関数が他の AWS リソースとやり取りで
きるようにする場合は、このポリシーを変更して、これらの Lambda 関数に必要なアクショ
ンを許可する必要があります。

5. ポリシーダッシュボードページで、[ロール]、[ロールの作成] の順に選択します。
6. 「ロールの作成」ページで、を選択しますAWS のサービス。[Lambda] を選択し、[Next: Permissions 

(次へ: アクセス許可)] を選択します。
7. [アクセス許可ポリシーをアタッチする] ページで、[CodePipelineLambdaExecPolicy] の横にある

チェックボックスをオンにし、[Next: Tags(次へ: タグ)] を選択します。[Next: Review] (次のステップ: 
レビュー) を選択します。

8. [確認] ページの、[ロール名] で名前を入力し、[ロールの作成] を選択します。
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で使用するサンプル Lambda 関数を作成するにはCodePipeline

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. [ 関数] ページで、[関数の作成] を選択します。

Note

[Lambda] のページの代わりに [Welcome] のページが表示された場合は、[今すぐ始める] を選
択します。

3. [Create function] ページで、[Author from scratch] を選択します。[関数の名前] に、Lambda 関数の
名前を入力します (例：MyLambdaFunctionForAWSCodePipeline)。「ランタイム」で「Node.js 
14.x」を選択します。

4. [Role (ロール)] で、[既存のロールを選択] を選択します。[Existing role (既存のロール)] でロールを選
択し、[Create function (関数の作成)] を選択します。

作成した関数の詳細ページが開きます。
5. 次のコードを関数コードボックスに貼り付けます。

Note

CodePipeline.job キーの下のイベントオブジェクトには、ジョブの詳細が含まれていま
す。LambdaCodePipeline に返す JSON イベントの完全な例については、を参照してくださ
いJSON イベントの例 (p. 343)。

var assert = require('assert');
var AWS = require('aws-sdk');
var http = require('http');

exports.handler = function(event, context) { 

    var codepipeline = new AWS.CodePipeline(); 
     
    // Retrieve the Job ID from the Lambda action 
    var jobId = event["CodePipeline.job"].id; 
     
    // Retrieve the value of UserParameters from the Lambda action configuration in 
 CodePipeline, in this case a URL which will be 
    // health checked by this function. 
    var url = 
 event["CodePipeline.job"].data.actionConfiguration.configuration.UserParameters;  
     
    // Notify CodePipeline of a successful job 
    var putJobSuccess = function(message) { 
        var params = { 
            jobId: jobId 
        }; 
        codepipeline.putJobSuccessResult(params, function(err, data) { 
            if(err) { 
                context.fail(err);       
            } else { 
                context.succeed(message);       
            } 
        }); 
    }; 
     
    // Notify CodePipeline of a failed job 
    var putJobFailure = function(message) { 
        var params = { 
            jobId: jobId, 
            failureDetails: { 
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                message: JSON.stringify(message), 
                type: 'JobFailed', 
                externalExecutionId: context.awsRequestId 
            } 
        }; 
        codepipeline.putJobFailureResult(params, function(err, data) { 
            context.fail(message);       
        }); 
    }; 
     
    // Validate the URL passed in UserParameters 
    if(!url || url.indexOf('http://') === -1) { 
        putJobFailure('The UserParameters field must contain a valid URL address to 
 test, including http:// or https://');   
        return; 
    } 
     
    // Helper function to make a HTTP GET request to the page. 
    // The helper will test the response and succeed or fail the job accordingly  
    var getPage = function(url, callback) { 
        var pageObject = { 
            body: '', 
            statusCode: 0, 
            contains: function(search) { 
                return this.body.indexOf(search) > -1;     
            } 
        }; 
        http.get(url, function(response) { 
            pageObject.body = ''; 
            pageObject.statusCode = response.statusCode; 
             
            response.on('data', function (chunk) { 
                pageObject.body += chunk; 
            }); 
             
            response.on('end', function () { 
                callback(pageObject); 
            }); 
             
            response.resume();  
        }).on('error', function(error) { 
            // Fail the job if our request failed 
            putJobFailure(error);     
        });            
    }; 
     
    getPage(url, function(returnedPage) { 
        try { 
            // Check if the HTTP response has a 200 status 
            assert(returnedPage.statusCode === 200); 
            // Check if the page contains the text "Congratulations" 
            // You can change this to check for different text, or add other tests as 
 required 
            assert(returnedPage.contains('Congratulations'));   
             
            // Succeed the job 
            putJobSuccess("Tests passed."); 
        } catch (ex) { 
            // If any of the assertions failed then fail the job 
            putJobFailure(ex);     
        } 
    });      
};
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6. [Handler (ハンドラ)] はデフォルト値のままにし、[Role (ロール)] もデフォルトの
CodePipelineLambdaExecRole のままにします。

7. 基本設定のタイムアウトに 20 秒と入力します。
8. [Save] (保存) を選択します。

ステップ 3:CodePipeline コンソールでパイプラインに 
Lambda 関数を追加する
このステップでは、パイプラインに新しいステージを追加し、そのステージに関数を呼び出す Lambda ア
クションを追加します。

ステージを追加するには

1. AWS Management Consoleにログインし、http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/
homeCodePipeline でコンソールを開きます。

2. [Welcome (ようこそ)] ページで、作成したパイプラインを選択します。
3. パイプラインビューページで、[編集] を選択します。
4. [Edit (編集)] ページで、[+ Add stage (ステージの追加)] を選択し、CodeDeploy アクションを含むデプ

ロイステージの後にステージを追加します。ステージの名前を入力し (たとえば、LambdaStage)、
[Add stage (ステージの追加)] を選択します。

Note

Lambda アクションを既存のステージに追加することもできます。デモンストレーション用
に、ステージでの唯一のアクションとして Lambda 関数を追加し、パイプラインでアーティ
ファクトが進行するにつれてその進行状況を簡単に表示できるようにしています。

5. [+ Add action group (+ アクションの追加)] を選択します。[アクションの編集] の、[ア
クション名] に、Lambda アクション (例: MyLambdaAction) の名前を入力します。
[プロバイダ] で、[AWS Lambda] を選択します。[関数名] に Lambda 関数の名前 (例え
ば、MyLambdaFunctionForAWSCodePipeline) を選択または入力します。[ユーザーパラメータ] 
で、先ほどコピーした Amazon EC2 インスタンスの IP アドレス (例: http://192.0.2.4) を指定
し、[完了] を選択します。

Note

このトピックでは、IP アドレスを使用していますが、実際のシナリオでは、代わりに登録済
みのウェブサイト名 (http://www.example.com など) を指定できます。AWS Lambda の
イベントデータとハンドラーの詳細については、[AWS Lambdaデベロッパーガイド] の [プロ
グラミングモデル] を参照してください。

6. [アクションの編集] ページで、[保存] を選択します。

ステップ 4 : Lambda 関数でパイプラインをテストす
る
関数をテストするには、パイプラインを通して最新の変更をリリースします。

コンソールを使用してパイプラインによりアーティファクトの最新バージョンを実行するには

1. パイプラインの詳細ページで、[Release change] を選択します。これにより、ソースアクションで指
定した各ソース場所における最新のリビジョンがパイプラインで実行されます。
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2. Lambda アクションが完了したら、「詳細」リンクを選択するとCloudWatch、イベントの請求期間を
含む Amazon の関数のログストリームが表示されます。関数が失敗した場合は、CloudWatch ログか
らその原因について情報を得られます。

ステップ 5: 次のステップ
Lambda 関数を作成し、アクションとしてパイプラインに追加したので、次を実行できます。

• さらに Lambda アクションをステージに追加して他のウェブページをチェックします。
• Lambda 関数を変更し、別の文字列をチェックします。
• [Lambda 関数を試し]、パイプラインに独自の Lambda 関数を作成して追加します。

Lambda 関数を試し終わったら、追加料金を避けるためにパイプラインから取り除き、AWS Lambda か
ら削除し、IAM からのロールの削除を検討してください。詳細については、でパイプラインを編集する 
CodePipeline (p. 224)、CodePipeline でパイプラインを作成します。 (p. 244)およびロールまたはインス
タンスプロファイルの削除を参照してください。

JSON イベントの例
以下の例では、によって Lambda に送られたサンプル JSON イベントを示していますCodePipeline。こ
のイベントの構造は、GetJobDetails API へのレスポンスと似ていますが、actionTypeId および
pipelineContext データタイプがありません。2 つのアクション設定の詳細、FunctionName および
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UserParameters は、JSON イベントと GetJobDetails API へのレスポンスの両方に含まれます。##
########### の値は例または説明であり、実際の値ではありません。

{ 
    "CodePipeline.job": { 
        "id": "11111111-abcd-1111-abcd-111111abcdef", 
        "accountId": "111111111111", 
        "data": { 
            "actionConfiguration": { 
                "configuration": { 
                    "FunctionName": "MyLambdaFunctionForAWSCodePipeline", 
                    "UserParameters": "some-input-such-as-a-URL" 
                } 
            }, 
            "inputArtifacts": [ 
                { 
                    "location": { 
                        "s3Location": { 
                            "bucketName": "the name of the bucket configured as the 
 pipeline artifact store in Amazon S3, for example codepipeline-us-east-2-1234567890", 
                            "objectKey": "the name of the application, for example 
 CodePipelineDemoApplication.zip" 
                        }, 
                        "type": "S3" 
                    }, 
                    "revision": null, 
                    "name": "ArtifactName" 
                } 
            ], 
            "outputArtifacts": [], 
            "artifactCredentials": { 
                "secretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY", 
                "sessionToken": "MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w 
 0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZ 
 WF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIw 
 EAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5 
 jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcNMTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBh 
 MCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBb 
 WF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMx 
 HzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQE 
 BBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVI 
 k60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9TrDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQ 
 ITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpEIbb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nr 
 AgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auN 
 KyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0FkbFFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6Guo 
 EDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTbNYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw 
 3rrszlaEXAMPLE=", 
                "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE" 
            }, 
            "continuationToken": "A continuation token if continuing job", 
            "encryptionKey": {  
              "id": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab", 
              "type": "KMS" 
            } 
        } 
    }
}
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追加のサンプル関数
以下のサンプルLambda 関数は、のパイプラインに利用できる追加の機能を示していますCodePipeline。
これらの機能を使うには、各サンプルの概要に示されている通りに、Lambda 実行ロールのポリシーを変
更する必要がある場合があります。

トピック
• AWS CloudFormation テンプレートを使用するサンプル Python 関数  (p. 345)

AWS CloudFormation テンプレートを使用するサンプル Python 
関数
以下のサンプルは、提供された AWS CloudFormation テンプレートに基づいたスタックを作成または更新
する関数を示します。テンプレートによって Amazon S3 バケットが作成されます。コストを最小限に抑
えるため、デモンストレーション用に過ぎません。理想的には、バケットに何かアップロードする前に、
スタックを削除した方が良いでしょう。バケットにファイルをアップロードすると、スタックを削除する
際にバケットを削除することはできません。バケット自体を削除するには、バケット内をすべて手動で削
除する必要があります。

この Python サンプルは、Amazon S3 バケットをソースアクションとして使用するパイプラインがある
こと、またはパイプラインでバージョニングされた Amazon S3 バケットにアクセスできることを前提と
しています。AWS CloudFormation テンプレートを作成し、圧縮し、.zip ファイルとしてそのバケットに
アップロードします。次に、この .zip ファイルをバケットから取得するソースアクションをパイプライン
に追加する必要があります。

Note

Amazon S3 がパイプラインのソースプロバイダーである場合、ソースファイルを 1 つの .zip に
圧縮し、その .zip をソースバケットにアップロードできます。解凍されたファイルを 1 つアップ
ロードすることもできます。ただし、.zip ファイルを想定するダウンストリームアクションは失
敗します。

このサンプルは、以下を紹介します:

• 複数の設定値を関数に渡すために JSON でエンコードされたユーザーパラメータの使用 
(get_user_params)。

• アーティファクトバケットにおける .zip アーティファクトとの相互作用 (get_template)。
• 長時間実行の非同期処理を監視する継続トークンの使用 (continue_job_later)。これにより、15 分

のランタイム (Lambda の制限) を超えてもアクションを続行し、関数を成功させることができます。

このサンプル Lambda 関数を使用するには、次ののサンプルポリシーに示すように、Lambda 実行ロール
のポリシーにAWS CloudFormation、Amazon S3CodePipeline、およびでのAllow権限が必要です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "logs:*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:*" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "codepipeline:PutJobSuccessResult", 
                "codepipeline:PutJobFailureResult" 
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            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "cloudformation:CreateStack", 
                "cloudformation:UpdateStack" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS CloudFormation テンプレートを作成するには、いずれかのプレーンテキストエディタを開き、以下
のコードをコピーして貼り付けます:

{ 
  "AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09", 
  "Description" : "CloudFormation template which creates an S3 bucket", 
  "Resources" : { 
    "MySampleBucket" : { 
      "Type" : "AWS::S3::Bucket", 
      "Properties" : { 
      } 
    } 
  }, 
  "Outputs" : { 
    "BucketName" : { 
      "Value" : { "Ref" : "MySampleBucket" }, 
      "Description" : "The name of the S3 bucket" 
    } 
  }  
}

これを template.json という名前の JSON ファイルとして、template-package という名前のディレ
クトリに保存します。このディレクトリと template-package.zip という名前のファイルを圧縮して 
(.zip) ファイルを作成し、圧縮されたファイルをバージョニングされた Amazon S3 バケットにアップロー
ドします。すでにパイプラインに設定したバケットがある場合、それを使用できます。次に、パイプライ
ンを編集して .zip ファイルを取得するソースアクションを追加します。MyTemplateこのアクションの出
力に名前を付けてください。詳細については、「でパイプラインを編集する CodePipeline (p. 224)」を参
照してください。

Note

サンプル Lambda 関数は、これらのファイル名と圧縮された構造を想定しています。ただし、本
サンプルでは独自の AWS CloudFormation テンプレートに置き換えることができます。独自のテ
ンプレートを使用する場合は、AWS CloudFormation テンプレートに必要な追加機能が許可され
るように、Lambda 実行ロールのポリシーを変更してください。

以下のコードを Lambda の 関数として追加するには

1. Lambda コンソールを開き、[関数の作成] を選択します。
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2. [Create function] ページで、[Author from scratch] を選択します。[関数の名前] に、Lambda 関数の名
前を入力します。

3. [ランタイム] で [Python2.7] を選択します。
4. [実行ロールの選択または作成] で、[既存のロールを使用する] を選択します。[Existing role (既存の

ロール)] でロールを選択し、[Create function (関数の作成)] を選択します。

作成した関数の詳細ページが開きます。
5. 次のコードを関数コードボックスに貼り付けます。

from __future__ import print_function
from boto3.session import Session

import json
import urllib
import boto3
import zipfile
import tempfile
import botocore
import traceback

print('Loading function')

cf = boto3.client('cloudformation')
code_pipeline = boto3.client('codepipeline')

def find_artifact(artifacts, name): 
    """Finds the artifact 'name' among the 'artifacts' 
     
    Args: 
        artifacts: The list of artifacts available to the function 
        name: The artifact we wish to use 
    Returns: 
        The artifact dictionary found 
    Raises: 
        Exception: If no matching artifact is found 
     
    """ 
    for artifact in artifacts: 
        if artifact['name'] == name: 
            return artifact 
             
    raise Exception('Input artifact named "{0}" not found in event'.format(name))

def get_template(s3, artifact, file_in_zip): 
    """Gets the template artifact 
     
    Downloads the artifact from the S3 artifact store to a temporary file 
    then extracts the zip and returns the file containing the CloudFormation 
    template. 
     
    Args: 
        artifact: The artifact to download 
        file_in_zip: The path to the file within the zip containing the template 
         
    Returns: 
        The CloudFormation template as a string 
         
    Raises: 
        Exception: Any exception thrown while downloading the artifact or unzipping it 
     
    """ 
    tmp_file = tempfile.NamedTemporaryFile() 
    bucket = artifact['location']['s3Location']['bucketName'] 
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    key = artifact['location']['s3Location']['objectKey'] 
     
    with tempfile.NamedTemporaryFile() as tmp_file: 
        s3.download_file(bucket, key, tmp_file.name) 
        with zipfile.ZipFile(tmp_file.name, 'r') as zip: 
            return zip.read(file_in_zip)    
    
def update_stack(stack, template): 
    """Start a CloudFormation stack update 
     
    Args: 
        stack: The stack to update 
        template: The template to apply 
         
    Returns: 
        True if an update was started, false if there were no changes 
        to the template since the last update. 
         
    Raises: 
        Exception: Any exception besides "No updates are to be performed." 
     
    """ 
    try: 
        cf.update_stack(StackName=stack, TemplateBody=template) 
        return True 
         
    except botocore.exceptions.ClientError as e: 
        if e.response['Error']['Message'] == 'No updates are to be performed.': 
            return False 
        else: 
            raise Exception('Error updating CloudFormation stack "{0}"'.format(stack), 
 e)

def stack_exists(stack): 
    """Check if a stack exists or not 
     
    Args: 
        stack: The stack to check 
         
    Returns: 
        True or False depending on whether the stack exists 
         
    Raises: 
        Any exceptions raised .describe_stacks() besides that 
        the stack doesn't exist. 
         
    """ 
    try: 
        cf.describe_stacks(StackName=stack) 
        return True 
    except botocore.exceptions.ClientError as e: 
        if "does not exist" in e.response['Error']['Message']: 
            return False 
        else: 
            raise e

def create_stack(stack, template): 
    """Starts a new CloudFormation stack creation 
     
    Args: 
        stack: The stack to be created 
        template: The template for the stack to be created with 
         
    Throws: 
        Exception: Any exception thrown by .create_stack() 
    """ 

API バージョン 2015-07-09
348



AWS CodePipeline ユーザーガイド
追加のサンプル関数

    cf.create_stack(StackName=stack, TemplateBody=template) 
  
def get_stack_status(stack): 
    """Get the status of an existing CloudFormation stack 
     
    Args: 
        stack: The name of the stack to check 
         
    Returns: 
        The CloudFormation status string of the stack such as CREATE_COMPLETE 
         
    Raises: 
        Exception: Any exception thrown by .describe_stacks() 
         
    """ 
    stack_description = cf.describe_stacks(StackName=stack) 
    return stack_description['Stacks'][0]['StackStatus'] 
   
def put_job_success(job, message): 
    """Notify CodePipeline of a successful job 
     
    Args: 
        job: The CodePipeline job ID 
        message: A message to be logged relating to the job status 
         
    Raises: 
        Exception: Any exception thrown by .put_job_success_result() 
     
    """ 
    print('Putting job success') 
    print(message) 
    code_pipeline.put_job_success_result(jobId=job) 
   
def put_job_failure(job, message): 
    """Notify CodePipeline of a failed job 
     
    Args: 
        job: The CodePipeline job ID 
        message: A message to be logged relating to the job status 
         
    Raises: 
        Exception: Any exception thrown by .put_job_failure_result() 
     
    """ 
    print('Putting job failure') 
    print(message) 
    code_pipeline.put_job_failure_result(jobId=job, failureDetails={'message': message, 
 'type': 'JobFailed'}) 
  
def continue_job_later(job, message): 
    """Notify CodePipeline of a continuing job 
     
    This will cause CodePipeline to invoke the function again with the 
    supplied continuation token. 
     
    Args: 
        job: The JobID 
        message: A message to be logged relating to the job status 
        continuation_token: The continuation token 
         
    Raises: 
        Exception: Any exception thrown by .put_job_success_result() 
     
    """ 
     
    # Use the continuation token to keep track of any job execution state 
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    # This data will be available when a new job is scheduled to continue the current 
 execution 
    continuation_token = json.dumps({'previous_job_id': job}) 
     
    print('Putting job continuation') 
    print(message) 
    code_pipeline.put_job_success_result(jobId=job, 
 continuationToken=continuation_token)

def start_update_or_create(job_id, stack, template): 
    """Starts the stack update or create process 
     
    If the stack exists then update, otherwise create. 
     
    Args: 
        job_id: The ID of the CodePipeline job 
        stack: The stack to create or update 
        template: The template to create/update the stack with 
     
    """ 
    if stack_exists(stack): 
        status = get_stack_status(stack) 
        if status not in ['CREATE_COMPLETE', 'ROLLBACK_COMPLETE', 'UPDATE_COMPLETE']: 
            # If the CloudFormation stack is not in a state where 
            # it can be updated again then fail the job right away. 
            put_job_failure(job_id, 'Stack cannot be updated when status is: ' + 
 status) 
            return 
         
        were_updates = update_stack(stack, template) 
         
        if were_updates: 
            # If there were updates then continue the job so it can monitor 
            # the progress of the update. 
            continue_job_later(job_id, 'Stack update started')   
             
        else: 
            # If there were no updates then succeed the job immediately  
            put_job_success(job_id, 'There were no stack updates')     
    else: 
        # If the stack doesn't already exist then create it instead 
        # of updating it. 
        create_stack(stack, template) 
        # Continue the job so the pipeline will wait for the CloudFormation 
        # stack to be created. 
        continue_job_later(job_id, 'Stack create started')  

def check_stack_update_status(job_id, stack): 
    """Monitor an already-running CloudFormation update/create 
     
    Succeeds, fails or continues the job depending on the stack status. 
     
    Args: 
        job_id: The CodePipeline job ID 
        stack: The stack to monitor 
     
    """ 
    status = get_stack_status(stack) 
    if status in ['UPDATE_COMPLETE', 'CREATE_COMPLETE']: 
        # If the update/create finished successfully then 
        # succeed the job and don't continue. 
        put_job_success(job_id, 'Stack update complete') 
         
    elif status in ['UPDATE_IN_PROGRESS', 'UPDATE_ROLLBACK_IN_PROGRESS',  
    'UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS', 'CREATE_IN_PROGRESS',  
    'ROLLBACK_IN_PROGRESS', 'UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS']: 
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        # If the job isn't finished yet then continue it 
        continue_job_later(job_id, 'Stack update still in progress')  
        
    else: 
        # If the Stack is a state which isn't "in progress" or "complete" 
        # then the stack update/create has failed so end the job with 
        # a failed result. 
        put_job_failure(job_id, 'Update failed: ' + status)

def get_user_params(job_data): 
    """Decodes the JSON user parameters and validates the required properties. 
     
    Args: 
        job_data: The job data structure containing the UserParameters string which 
 should be a valid JSON structure 
         
    Returns: 
        The JSON parameters decoded as a dictionary. 
         
    Raises: 
        Exception: The JSON can't be decoded or a property is missing. 
         
    """ 
    try: 
        # Get the user parameters which contain the stack, artifact and file settings 
        user_parameters = job_data['actionConfiguration']['configuration']
['UserParameters'] 
        decoded_parameters = json.loads(user_parameters) 
             
    except Exception as e: 
        # We're expecting the user parameters to be encoded as JSON 
        # so we can pass multiple values. If the JSON can't be decoded 
        # then fail the job with a helpful message. 
        raise Exception('UserParameters could not be decoded as JSON') 
     
    if 'stack' not in decoded_parameters: 
        # Validate that the stack is provided, otherwise fail the job 
        # with a helpful message. 
        raise Exception('Your UserParameters JSON must include the stack name') 
     
    if 'artifact' not in decoded_parameters: 
        # Validate that the artifact name is provided, otherwise fail the job 
        # with a helpful message. 
        raise Exception('Your UserParameters JSON must include the artifact name') 
     
    if 'file' not in decoded_parameters: 
        # Validate that the template file is provided, otherwise fail the job 
        # with a helpful message. 
        raise Exception('Your UserParameters JSON must include the template file name') 
     
    return decoded_parameters 
     
def setup_s3_client(job_data): 
    """Creates an S3 client 
     
    Uses the credentials passed in the event by CodePipeline. These 
    credentials can be used to access the artifact bucket. 
     
    Args: 
        job_data: The job data structure 
         
    Returns: 
        An S3 client with the appropriate credentials 
         
    """ 
    key_id = job_data['artifactCredentials']['accessKeyId'] 
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    key_secret = job_data['artifactCredentials']['secretAccessKey'] 
    session_token = job_data['artifactCredentials']['sessionToken'] 
     
    session = Session(aws_access_key_id=key_id, 
        aws_secret_access_key=key_secret, 
        aws_session_token=session_token) 
    return session.client('s3', 
 config=botocore.client.Config(signature_version='s3v4'))

def lambda_handler(event, context): 
    """The Lambda function handler 
     
    If a continuing job then checks the CloudFormation stack status 
    and updates the job accordingly. 
     
    If a new job then kick of an update or creation of the target 
    CloudFormation stack. 
     
    Args: 
        event: The event passed by Lambda 
        context: The context passed by Lambda 
         
    """ 
    try: 
        # Extract the Job ID 
        job_id = event['CodePipeline.job']['id'] 
         
        # Extract the Job Data  
        job_data = event['CodePipeline.job']['data'] 
         
        # Extract the params 
        params = get_user_params(job_data) 
         
        # Get the list of artifacts passed to the function 
        artifacts = job_data['inputArtifacts'] 
         
        stack = params['stack'] 
        artifact = params['artifact'] 
        template_file = params['file'] 
         
        if 'continuationToken' in job_data: 
            # If we're continuing then the create/update has already been triggered 
            # we just need to check if it has finished. 
            check_stack_update_status(job_id, stack) 
        else: 
            # Get the artifact details 
            artifact_data = find_artifact(artifacts, artifact) 
            # Get S3 client to access artifact with 
            s3 = setup_s3_client(job_data) 
            # Get the JSON template file out of the artifact 
            template = get_template(s3, artifact_data, template_file) 
            # Kick off a stack update or create 
            start_update_or_create(job_id, stack, template)   

    except Exception as e: 
        # If any other exceptions which we didn't expect are raised 
        # then fail the job and log the exception message. 
        print('Function failed due to exception.')  
        print(e) 
        traceback.print_exc() 
        put_job_failure(job_id, 'Function exception: ' + str(e)) 
       
    print('Function complete.')    
    return "Complete."
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6. [ハンドラー] をデフォルト値のままにし、[ロール] 以前に選択または作成した名前
CodePipelineLambdaExecRole のままにします。

7. 基本設定のタイムアウトで、デフォルトの 3 秒を 20 に置き換えます。
8. [Save] (保存) を選択します。
9. CodePipeline コンソールから、パイプラインを編集して、関数をパイプラインのステージのアクショ

ンとして追加します。変更するパイプラインステージの [編集] を選択し、[アクショングループを追
加] します。[アクションの編集] ページで、[Action name (アクション名)] にアクションの名前を入力
します。「アクションプロバイダー」で「Lambda」を選択します。

[アーティファクト入力] で MyTemplate を選択します。ではUserParameters、次の 3 つのパラメー
タを含む JSON 文字列を指定する必要があります。

• スタックの名前
• AWS CloudFormation テンプレート名とファイルへのパス
• アーティファクト入力

中括弧 ({ }) を使用し、パラメーターをカンマで区切ります。たとえ
ば、MyTestStackMyTemplate入力アーティファクトを含むパイプライン用のという名前のスタッ
クを作成するには、に {"stack」:」MyTestStack「," file」: "template-package/template.json」, 
"artifact」:」MyTemplate「}」と入力します。UserParameters

Note

で入力アーティファクトを指定した場合でもUserParameters、この入力アーティファクトを
入力アーティファクトのアクションにも指定する必要があります。

10. 変更をパイプラインに保存したら、手動で変更をリリースして、アクションと Lambda 関数をテスト
します。

CodePipeline で失敗したアクションを再試行する
AWS CodePipeline では、アクションはステージのアーティファクトに対して実行されるタスクです。失
敗は、正常に完了していないステージのアクションです。CLI を使用して、ステージが完了する前に (他の
アクションがまだ進行中の間に)、失敗したアクションを手動で再試行できます。ステージが完了したとき
に 1 つ以上の失敗したアクションがあると、そのステージは失敗し、パイプラインの実行がパイプライン
の次のステージに移行しません。

最初からパイプラインを再度実行する必要はなく、ステージで最新の失敗したアクションを再試行できま
す。これを行うには、そのアクションを含むステージを再試行します。いずれかのアクションが失敗した
直後にステージを再試行できます。進行中のすべてのアクションは作業を続行し、失敗したアクションは
再度トリガーされます。

Note

次の場合、アクションを再試行できない場合があります。

• アクションが失敗した後、全体のパイプライン構造が変更されました。
• ステージで別の再試行がすでに進行中です。

パイプライン構造を編集し、失敗したアクションを再試行できない場合は、リリース変更 を選択してパイ
プラインを手動で開始します。

コンソールを使用してパイプラインを表示している場合は、失敗したアクションを再試行できるステージ
に [再試行] ボタンが表示されます。
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AWS CLI を使用している場合は、get-pipeline-state コマンドを使用して、何らかのアクションが失敗した
かどうかを判断できます。

トピック
• 失敗したアクションを再試行する (コンソール) (p. 354)
• 失敗したアクションを再試行する (CLI) (p. 354)

失敗したアクションを再試行する (コンソール)

1. AWS Management Console にサインインして、CodePipeline コンソール https://
console.aws.amazon.com/codesuite/codebuild/home を開きます。

AWS アカウントに関連付けられているすべてのパイプラインの名前が表示されます。
2. [Name] で、パイプラインの名前を選択します。
3. 失敗したアクションが含まれるステージを見つけ、[Retry] を選択します。

Note

ステージで再試行できるアクションを特定するには、[Retry] ボタンをポイントします。

再試行したアクションがすべて正常に完了した場合、パイプラインは続行されます。

失敗したアクションを再試行する (CLI)
オプション 1: CLI コマンドのパラメータを使用して、失敗したアクションを再試行する

AWS CLI を使用して失敗したアクションを再試行するには、以下のパラメータを指定して retry-stage-
execution コマンドを実行します。

--pipeline-name <value>
--stage-name <value>
--pipeline-execution-id <value>
--retry-mode <value>

Note

retry-mode に使用できる唯一の値は FAILED_ACTIONS です。

• ターミナル (Linux、macOS、UNIX) またはコマンドプロンプト (Windows) で、retry-stage-execution
コマンドを実行します。次の例では、MyPipeline という名前のパイプラインに対して実行していま
す。

aws codepipeline retry-stage-execution --pipeline-name MyPipeline --stage-name Deploy 
 --pipeline-execution-id b59babff-5f34-EXAMPLE --retry-mode FAILED_ACTIONS

出力は実行 ID を返します。

{ 
    "pipelineExecutionId": "b59babff-5f34-EXAMPLE"
}
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オプション 2: CLI コマンドの JSON 入力ファイルを使用して、失敗したアクションを再試行する

JSON 入力ファイルを使用してコマンドを実行することもできます。まず、パイプライン、失敗したアク
ションを含むステージ、そのステージでの最新のパイプラインの実行を識別する JSON ファイルを作成
します。その後、retry-stage-execution コマンドに --cli-input-json パラメータを指定して実行しま
す。JSON ファイルに必要な詳細を取得するには、get-pipeline-state コマンドを使用するのが最も簡単で
す。

1. ターミナル (Linux、macOS、UNIX) またはコマンドプロンプト (Windows) で、パイプラインの get-
pipeline-state コマンドを実行します。例えば、「MyFirstPipeline」という名前のパイプラインに対し
ては、以下のようなコマンドを入力します。

aws codepipeline get-pipeline-state --name MyFirstPipeline

コマンドに対する応答には、各ステージのパイプラインの状態情報が含まれます。以下の例では、応
答は [Staging] ステージで 1 つ以上のアクションが失敗したことを示しています。

{ 
    "updated": 1427245911.525, 
    "created": 1427245911.525, 
    "pipelineVersion": 1, 
    "pipelineName": "MyFirstPipeline", 
    "stageStates": [ 
        { 
            "actionStates": [...], 
            "stageName": "Source", 
            "latestExecution": { 
                "pipelineExecutionId": "9811f7cb-7cf7-SUCCESS", 
                "status": "Succeeded" 
            } 
        }, 
         { 
            "actionStates": [...], 
            "stageName": "Staging", 
            "latestExecution": { 
                "pipelineExecutionId": "3137f7cb-7cf7-EXAMPLE", 
                "status": "Failed" 
            }
        } 
    ]
}

2. プレーンテキストエディタで、JSON 形式で以下の情報を記録するファイルを作成します。

• 失敗したアクションを含むパイプラインの名前
• 失敗したアクションを含むステージの名前
• ステージでの最新のパイプラインの実行 ID
• 再試行モード (現在、サポートされている値は FAILED_ACTIONS のみです)

先ほどの MyFirstPipeline の例では、ファイルは以下のようになります。

{ 
    "pipelineName": "MyFirstPipeline", 
    "stageName": "Staging", 
    "pipelineExecutionId": "3137f7cb-7cf7-EXAMPLE", 
    "retryMode": "FAILED_ACTIONS"
}

3. retry-failed-actions.json のような名前でファイルを保存します。
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4. retry-stage-execution コマンドを実行したときに作成したファイルを呼び出します。例:

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 codepipeline retry-stage-execution --cli-input-json file://retry-failed-
actions.json

5. 再試行の結果を表示するには、CodePipeline コンソールを開いてから、失敗したアクションが含ま
れるパイプラインを選択するか、もう一度 get-pipeline-state コマンドを使用します。詳細について
は、CodePipeline でパイプラインの詳細と履歴を表示します。 (p. 229)を参照してください。

CodePipeline で承認アクションを管理する
AWS CodePipeline では、パイプラインのステージに承認アクションを追加した個所でパイプラインの実
行を停止することで、必要な AWS Identity and Access Management アクセス許可を持つユーザーがアク
ションを承認または拒否できます。

アクションが承認されると、パイプラインの実行が再開されます。アクションが拒否されているか、パイ
プラインの到達および停止のアクションが 7 日間以内に承認または拒否されない場合は、アクションが失
敗した時と同じ結果になり、パイプラインの実行は継続されません。

次の理由で手動承認を使用する場合があります。

• リビジョンがパイプラインの次のステージに移行される前に、コードレビューの実施または管理レ
ビューの変更を行う場合

• リリース前に、最新バージョンのアプリケーションで手動の品質保証を実行するか、ビルドアーティ
ファクトの完全性を確認する場合

• 企業のウェブサイトに公開する前に新規テキストまたは更新済みのテキストをレビューしてもらう場合

CodePipeline での手動の承認アクションに関する設定
オプション
CodePipeline には、承認アクションに関して承認者に通知することができる 3 つの設定オプションがあり
ます。

承認通知の発行 パイプラインがアクションで停止されると、Amazon Simple Notification Service のト
ピックにメッセージが発行されるように、承認アクションを設定できます。Amazon SNS は、トピック
にサブスクライブされた各エンドポイントにメッセージを送信します。承認アクションを含むパイプラ
インと同じ AWS リージョンで作成されたトピックを使用する必要があります。トピックを作成する際に
は、MyFirstPipeline-us-east-2-approval などの形式で、目的を識別しやすい名前を付けること
をお勧めします。

承認通知を Amazon SNS トピックに発行する場合は、E メールか SMS の受信者、SQS キュー、HTTP/
HTTPS エンドポイント、または Amazon SNS を用いて呼び出す AWS Lambda 関数などの形式から選択
することができます。Amazon SNS トピックの通知の詳細については、以下のトピックを参照してくださ
い。

• Amazon Simple Notification Service
• Amazon SNS トピックを作成します
• Amazon SQS キューへの Amazon SNS メッセージの送信
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• Amazon SNS トピックへのキューのサブスクライブ
• HTTP/HTTPS エンドポイントへの Amazon SNS メッセージの送信
• Amazon SNS 通知を用いた Lambda 関数の呼び出し

承認アクションの通知で生成される JSON データの構造については、「CodePipeline での手動の承認通知
の JSON データ形式 (p. 365)」を参照してください。

レビューする URL の指定 承認アクションの設定の一部として、レビューする URL を指定することができ
ます。この URL は、承認者がテストするウェブアプリケーションか、承認リクエストに関する詳細を含む
ページへのリンクです。また、URL には、Amazon SNS トピックに対して発行される通知が含まれます。
承認者は、コンソールまたは CLI を使用して表示することができます。

承認者に対するコメントの入力 承認アクションを作成する場合、コメントを追加して、通知の受取者、ま
たはコンソールか CLI レスポンスのアクションを確認するユーザーに表示することもできます。

設定オプション不要 これらの 3 つのオプションのいずれも設定しないように選択することもできます。た
とえば、アクションがレビューできる状態になったことや、アクションを承認するまでパイプラインを停
止することを直接通知する場合などに、これらの設定は不要です。

CodePipeline での承認アクションのセットアップおよ
びワークフローの概要
手動の承認の設定および使用に関する概要は次のとおりです。

1. 承認アクションの承認または拒否に必要な IAM のアクセス許可を組織内の IAM ロールに一つ以上付与
します。

2. (オプション) Amazon SNS 通知を使用している場合、CodePipelineオペレーションで使用しているサー
ビスロールには、Amazon SNS リソースにアクセスするためのアクセス許可が含まれます。

3. (オプション) Amazon SNS 通知を使用している場合、Amazon SNS のトピックを作成し、1 人以上の受
信者または 1 つ以上のエンドポイントを追加します。

4. AWS CLI を使用してパイプラインを作成するか、CLI またはコンソールを使用してパイプラインを作成
したら、承認アクションをパイプラインのステージに追加します。

通知を使用している場合は、アクションの設定に Amazon SNS トピックの Amazon リソースネーム 
(ARN) を含みます。(ARN は Amazon Amazon リソースの一意の識別子です。 Amazon SNS ##### 
ARN ##arn: aws: sns: us-east-2:80398MyApprovalTopic ############。 詳細につい
ては、の「Amazon リソースネーム (ARN)AWS のサービス と名前空間」を参照してくださいAmazon 
Web Services 全般のリファレンス。)

5. 承認アクションに達すると、パイプラインは停止します。Amazon SNS トピックの ARN がアクション
設定に含まれている場合、通知は Amazon SNS トピックに発行され、メッセージは、コンソールの承
認アクションをレビューするリンクと合わせて、トピックの受信者またはサブスクライブされたエンド
ポイントに送信されます。

6. 承認者は、必要に応じて、ターゲット URL およびコメントを確認します。
7. 承認者は、コンソール、CLI、SDK を使用して、概要コメントを確認し、次のようなレスポンスを送信

します。
• 承認済み: パイプラインの実行が再開されます。
• 拒否: ステージステータスが「失敗」に変更され、パイプラインの実行は再開されません。

7 日以内にレスポンスが送信されない場合、アクションは「失敗」とマークされます。
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で IAM ユーザーに承認アクセス許可を付与する
CodePipeline
組織内の IAM ユーザーが承認アクションを承認または拒否するには、パイプラインのアクセスと承認ア
クションのステータスの更新を行うアクセス許可が必要です。すべてのパイプラインと、アカウントの
承認アクションに対するアクセス許可を付与するには、AWSCodePipelineApproverAccess マネージ
ドポリシーを IAM ユーザー、ロール、またはグループに添付します。また、アクセス許可を制限するに
は、IAM ユーザー、ロール、またはグループでアクセスできる各リソースを指定します。

Note

このトピックに記載されているアクセス許可でアクセスできる範囲はかなり制限されています。
ユーザー、ロール、グループを有効化して、複数の承認アクションを承認または拒否するには、
他の管理ポリシーをアタッチします。CodePipeline で利用できる管理ポリシーの詳細について
は、「CodePipeline の AWS マネージドポリシー (p. 439)」を参照してください。

すべてのパイプラインおよび承認アクションに承認アクセス許可
を付与する
で承認アクションを実行する必要があるユーザーには
CodePipeline、AWSCodePipelineApproverAccess管理ポリシーを使用してください。

アクセスを提供するには、ユーザー、グループ、またはロールにアクセス許可を追加します。

• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) のユーザーとグループ:

アクセス許可セットを作成します。「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユー
ザーガイド」の「シークレットの作成と管理」の手順に従ってください。

• ID プロバイダーを通じて IAM で管理されているユーザー:

ID フェデレーションのロールを作成する。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 (フェデレーション) 用のロールの作成」を参照してください。

• IAM ユーザー:
• ユーザーが設定できるロールを作成します。手順については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユー

ザー用ロールの作成」を参照してください。
• (非推奨) ポリシーをユーザーに直接アタッチするか、ユーザーをユーザーグループに追加します。

「IAM ユーザーガイド」の「ユーザー (コンソール) へのアクセス許可の追加」の指示に従います。

特定のパイプラインや承認アクションに対する承認アクセス許可
を指定します。
で承認アクションを実行する必要があるユーザーにはCodePipeline、次のカスタムポリシーを使用して
ください。以下のポリシーで、ユーザーがアクセスできる個々のリソースを指定します。たとえば、以
下のポリシーは、米国東部 (オハイオ) リージョン (us-east-2) の MyApprovalAction パイプラインで
MyFirstPipeline という名前のアクションのみを承認または拒否する権限をユーザーに付与します。

Note

codepipeline:ListPipelinesアクセス許可は、IAMCodePipeline ユーザーがダッシュボード
にアクセスしてこのパイプラインのリストを表示する必要がある場合にのみ必要です。コンソー
ルへのアクセスが必要ない場合は、codepipeline:ListPipelines を省略できます。
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JSON ポリシーエディタを使用してポリシーを作成するには

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

2. 左側のナビゲーション列で、[ポリシー] を選択します。

[Policies] (ポリシー) を初めて選択する場合は、[Welcome to Managed Policies] (マネージドポリシー
にようこそ) ページが表示されます。[Get Started] (今すぐ始める) を選択します。

3. ページの上部で、[ポリシーの作成] を選択します。
4. [JSON] タブを選択します。
5. 次の JSON ポリシードキュメントを入力します。

 { 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codepipeline:ListPipelines" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codepipeline:GetPipeline", 
                "codepipeline:GetPipelineState", 
                "codepipeline:GetPipelineExecution" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:codepipeline:us-east-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codepipeline:PutApprovalResult" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:codepipeline:us-east-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline/
MyApprovalStage/MyApprovalAction" 
        } 
    ]
} 

6. [ポリシーの確認] を選択します。

Note

いつでも [Visual editor] (ビジュアルエディタ) タブと [JSON] タブを切り替えることができま
す。ただし、[Visual editor] (ビジュアルエディタ) タブで [Review policy] (ポリシーの確認) を
変更または選択した場合、IAM はポリシーを再構成してビジュアルエディタに合わせて最適
化することがあります。詳細については、IAM ユーザーガイドの「ポリシーの再構成」を参
照してください。

7. [ポリシーの確認] ページに作成するポリシーの [名前] と [説明] を入力します。ポリシーの [Summary]
(概要) を参照して、ポリシーによって付与された許可を確認します。次に、[Create policy] (ポリシー
の作成) を選択して作業を保存します。
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CodePipelineサービスロールへの Amazon SNS アク
セス許可の付与
承認アクションでレビューが必要な際に、Amazon SNS を使用してトピックに通知を発行する場
合、CodePipelineオペレーションで使用しているサービスロールでアクセス許可を付与して、Amazon 
SNS リソースにアクセスできるようにする必要があります。IAM コンソールを使用して、このアクセス許
可をサービスロールに追加することができます。

以下のポリシーで、SNS での公開に関するポリシーを指定します。次のポリシーでは、名前を付けること
ができますSNSPublish。次のポリシーをサービスロールにアタッチして使用してください。

Important

CodePipeline の開始方法 (p. 16) で使用したのと同じアカウント情報で AWS Management 
Console にサインインしていることを確認します。

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

JSON ポリシーエディタを使用してポリシーを作成するには

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

2. 左側のナビゲーション列で、[ポリシー] を選択します。

[Policies] (ポリシー) を初めて選択する場合は、[Welcome to Managed Policies] (マネージドポリシー
にようこそ) ページが表示されます。[Get Started] (今すぐ始める) を選択します。

3. ページの上部で、[ポリシーの作成] を選択します。
4. [JSON] タブを選択します。
5. JSON ポリシードキュメントを入力するか貼り付けます。IAM ポリシー言語の詳細については、IAM 

ユーザーガイドの「IAM JSON ポリシーリファレンス」を参照してください。
6. ポリシーの検証中に生成されたセキュリティ警告、エラー、または一般的な警告を解決してから、[ポ

リシーの確認] を選択します。

Note

いつでも [Visual editor] (ビジュアルエディタ) タブと [JSON] タブを切り替えることができま
す。ただし、[Visual editor] (ビジュアルエディタ) タブで [Review policy] (ポリシーの確認) を
変更または選択した場合、IAM はポリシーを再構成してビジュアルエディタに合わせて最適
化することがあります。詳細については、IAM ユーザーガイドの「ポリシーの再構成」を参
照してください。

7. [ポリシーの確認] ページに作成するポリシーの [名前] と [説明] を入力します。ポリシーの [Summary]
(概要) を参照して、ポリシーによって付与された許可を確認します。次に、[Create policy] (ポリシー
の作成) を選択して作業を保存します。
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CodePipeline でパイプラインに手動の承認アクション
を追加する
CodePipeline パイプラインのステージに承認アクションを追加した個所でパイプラインを停止すること
で、このアクションを手動で承認または拒否できます。

Note

承認アクションをソースステージに追加することはできません。ソースステージには、ソースア
クションのみ含めることができます。

承認アクションをレビューする準備が整ったときに、Amazon SNS を使用して通知を送信するには、まず
次の前提条件を満たす必要があります。

• Amazon SNS リソースにアクセスできるように、CodePipelineアクセス許可をサービスロールに付
与します。詳細については、「CodePipelineサービスロールへの Amazon SNS アクセス許可の付
与 (p. 360)」を参照してください。

• 承認アクションのステータスを更新する権限を組織内の 1 つ以上の IAM ID に付与します。詳細につい
ては、「で IAM ユーザーに承認アクセス許可を付与するCodePipeline (p. 358)」を参照してくださ
い。

この例では、新しい承認ステージを作成し、ステージにマニュアル承認アクションを追加します。マニュ
アル承認アクションを、他のアクションを含む既存のステージに追加することもできます。

CodePipeline パイプラインに手動の承認アクションを追加する 
(コンソール)
CodePipeline コンソールを使用して、既存の CodePipeline パイプラインに承認アクションを追加しま
す。新しいパイプラインを作成する際に承認アクションを追加する場合は、AWS CLI を使用します。

1. https://console.aws.amazon.com/codepipeline/CodePipeline でコンソールを開きます。
2. [Name] で、パイプラインを選択します。
3. パイプライン詳細ページで、[編集] を選択します。
4. 承認アクションを新しいステージに追加する場合は、承認リクエストを追加するパイプラインのポイ

ントで [+Add stage (+ ステージの追加)] を選択し、ステージの名前を入力します。[ステージの追加 
(Add stage)] ページの [Stage name (ステージ名)] に、新しいステージ名を入力します。たとえば、新
しいステージを追加し、Manual_Approval という名前を付けます。

承認アクションを既存のステージに追加する場合は、[ステージの編集] を選択します。
5. 承認アクションを追加するステージで、[+ Add action group (アクショングループの追加)] を選択しま

す。
6. [アクションの編集] ページで、次の作業を行います。

1. [アクション名] に、アクションを識別する名前を入力します。
2. [アクションプロバイダー] の、[承認] で、[手動承認l] を選択します。
3. (オプション) [SNS トピックの ARN] で、承認アクションの通知を送るために使用するトピックの

名前を選択します。
4. (オプション) [URL for review] に、承認者が検討するページまたはアプリケーションの URL を入力

します。承認者は、パイプラインのコンソールビューに含まれるリンクからこの URL にアクセス
できます。

5. (オプション) [コメント] に、レビュー者と共有するその他の情報を入力します。
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6. [Save] (保存) を選択します。

CodePipeline パイプラインに手動の承認アクションを追加する 
(CLI)
CLI を使用して、承認アクションを既存のパイプラインに追加するか、パイプライン作成時に追加しま
す。そのためには、作成中または編集中のステージで承認アクション (手動の承認タイプ) を追加します。

パイプラインの作成および編集に関する詳細は、「でパイプラインを作成 CodePipeline (p. 213)」および
「でパイプラインを編集する CodePipeline (p. 224)」を参照してください。

承認アクションを含むパイプラインにステージを追加するには、パイプライン作成時または更新時に、次
の例のように追加します。

Note

configuration セクションはオプションです。このセクションはファイルの一部であり、構造
全体を示したものではありません。詳細については、「CodePipeline パイプライン構造リファレ
ンス (p. 469)」を参照してください。

{ 
    "name": "MyApprovalStage", 
    "actions": [ 
        { 
            "name": "MyApprovalAction", 
            "actionTypeId": { 
                "category": "Approval", 
                "owner": "AWS", 
                "version": "1", 
                "provider": "Manual" 
            }, 
            "inputArtifacts": [], 
            "outputArtifacts": [], 
            "configuration": { 
                "NotificationArn": "arn:aws:sns:us-east-2:80398EXAMPLE:MyApprovalTopic", 
                "ExternalEntityLink": "http://example.com", 
                "CustomData": "The latest changes include feedback from Bob."}, 
            "runOrder": 1 
        } 
    ]
}        

承認アクションが他のアクションを含むステージに存在する場合、このステージを含む JSON ファイルの
セクションは、次の例のようになります。

Note

configuration セクションはオプションです。このセクションはファイルの一部であり、構造
全体を示したものではありません。詳細については、「CodePipeline パイプライン構造リファレ
ンス (p. 469)」を参照してください。

,
{ 
    "name": "Production", 
    "actions": [ 
        { 
            "inputArtifacts": [], 
            "name": "MyApprovalAction", 
            "actionTypeId": { 
                "category": "Approval", 
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                "owner": "AWS", 
                "version": "1", 
                "provider": "Manual" 
            }, 
            "outputArtifacts": [], 
            "configuration": { 
                "NotificationArn": "arn:aws:sns:us-east-2:80398EXAMPLE:MyApprovalTopic", 
                "ExternalEntityLink": "http://example.com", 
                "CustomData": "The latest changes include feedback from Bob." 
            }, 
            "runOrder": 1 
        }, 
        { 
            "inputArtifacts": [ 
                { 
                    "name": "MyApp" 
                } 
            ], 
            "name": "MyDeploymentAction", 
            "actionTypeId": { 
                "category": "Deploy", 
                "owner": "AWS", 
                "version": "1", 
                "provider": "CodeDeploy" 
            }, 
            "outputArtifacts": [], 
            "configuration": { 
                "ApplicationName": "MyDemoApplication", 
                "DeploymentGroupName": "MyProductionFleet" 
            }, 
            "runOrder": 2 
        } 
    ]
}

CodePipeline で承認アクションを承認または拒否する
パイプラインに承認アクションが含まれている場合、パイプラインの実行は、アクションが実行されたポ
イントで停止します。手動でこのアクションを承認しない限り、パイプラインが再開されることはありま
せん。承認者がアクションを拒否する場合、または承認アクションでパイプラインが停止してから 7 日以
内に承認レスポンスを受け取らない場合、パイプラインのステータスは「失敗」になります。

承認アクションをパイプラインに追加したユーザーが通知を設定した場合、パイプラインの情報と承認の
ステータスが記載されたメールが届く場合があります。

承認アクションを承認または拒否する (コンソール)
承認アクションへの直接リンクを含む通知を受け取った場合は、[Approve or reject (承認または却下)] リン
クを選択し、コンソールにサインインし、このステップ 7 に進みます。そうでない場合は、以下のすべて
の手順を実行します。

1. https://console.aws.amazon.com/codepipeline/CodePipeline でコンソールを開きます。
2. [All Pipelines (すべてのパイプライン)] ページで、パイプラインの名前を選択します。
3. 承認アクションが含まれるステージを見つけます。
4. 情報アイコンをポイントすると、コメントと URL があれば、表示されます。メッセージに、レビュー

するコンテンツの URL があれば、それも表示されます。
5. URL が表示された場合は、アクションの [手動承認] リンクを選択してターゲットウェブページを開

き、コンテンツを確認します。
6. パイプラインの詳細ビューに戻り、[確認] を選択します。
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7. [改訂の承認または却下] ウィンドウで、アクションの承認または却下理由など、レビューコメントを
入力し、[承認] または [拒否] を選択します。

承認リクエストを承認または拒否する (CLI)
CLI を使用して承認アクションに応答するには、まず get-pipeline-state コマンドを使用して、最新の承認
アクションの実行に関連付けられているトークンを取得します。

1. ターミナル (Linux、macOS、または Unix) またはコマンドプロンプト (Windows) で、get-
pipeline-state承認アクションが含まれるパイプラインでコマンドを実行します。たとえ
ば、MyFirstPipeline という名前のパイプラインに対して、以下のように入力します。

aws codepipeline get-pipeline-state --name MyFirstPipeline

2. コマンドに対する応答で、次に示すような承認アクションの actionStates セクションの
latestExecution にある token 値を見つけます。

{ 
    "created": 1467929497.204, 
    "pipelineName": "MyFirstPipeline", 
    "pipelineVersion": 1, 
    "stageStates": [ 
        { 
            "actionStates": [ 
                { 
                    "actionName": "MyApprovalAction", 
                    "currentRevision": { 
                        "created": 1467929497.204, 
                        "revisionChangeId": "CEM7d6Tp7zfelUSLCPPwo234xEXAMPLE", 
                        "revisionId": "HYGp7zmwbCPPwo23xCMdTeqIlEXAMPLE" 
                    }, 
                    "latestExecution": { 
                        "lastUpdatedBy": "identity", 
                        "summary": "The new design needs to be reviewed before 
 release.", 
                        "token": "1a2b3c4d-573f-4ea7-a67E-XAMPLETOKEN" 
                    } 
                }
//More content might appear here
}

3. プレーンテキストエディタで、JSON 形式で以下の情報を記録するファイルを追加します。

• 承認アクションを含むパイプラインの名前。
• 承認アクションを含むステージの名前。
• 承認アクションの名前。
• 前の手順で収集したトークン値。
• アクションに対する応答 (承認済みまたは却下)。応答の先頭は大文字であることが必要です。
• 概要コメント。

先ほどの MyFirstPipeline の例では、ファイルは以下のようになります。

{ 
  "pipelineName": "MyFirstPipeline", 
  "stageName": "MyApprovalStage", 
  "actionName": "MyApprovalAction", 
  "token": "1a2b3c4d-573f-4ea7-a67E-XAMPLETOKEN", 
  "result": { 
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    "status": "Approved", 
    "summary": "The new design looks good. Ready to release to customers." 
  }
}

4. approvalstage-approved.json のような名前でファイルを保存します。
5. 以下のように、承認の JSON ファイルの名前を指定して、put-approval-resultコマンドを実行します。

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 codepipeline put-approval-result --cli-input-json file://approvalstage-
approved.json

CodePipeline での手動の承認通知の JSON データ形
式
Amazon SNS 通知を使用する承認アクションの場合、アクションに関する JSON データは、パイプライ
ン停止時に Amazon SNS に対して作成し、発行されます。この JSON 出力を使用して、メッセージを 
Amazon SQS のキューに送信するか、AWS Lambda の関数を呼び出します。

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。詳細につ
いては、[Amazon SNS デベロッパーガイド] の [Amazon SQS キューへの Amazon SNS メッセー
ジの送信] と [Amazon SNS 通知を使った Lambda 関数の呼び出し] を参照してください。

次の例は、CodePipeline の承認で使用可能な JSON 出力の構造を示しています。

{ 
    "region": "us-east-2", 
    "consoleLink": "https://console.aws.amazon.com/codepipeline/home?region=us-east-2#/
view/MyFirstPipeline", 
    "approval": { 
        "pipelineName": "MyFirstPipeline", 
        "stageName": "MyApprovalStage", 
        "actionName": "MyApprovalAction", 
        "token": "1a2b3c4d-573f-4ea7-a67E-XAMPLETOKEN", 
        "expires": "2016-07-07T20:22Z", 
        "externalEntityLink": "http://example.com", 
        "approvalReviewLink": "https://console.aws.amazon.com/codepipeline/home?region=us-
east-2#/view/MyFirstPipeline/MyApprovalStage/MyApprovalAction/approve/1a2b3c4d-573f-4ea7-
a67E-XAMPLETOKEN", 
        "customData": "Review the latest changes and approve or reject within seven days." 
    }
}

CodePipeline でクロスリージョンアクションを追
加する

AWS CodePipeline には、自動リリースプロセスのビルド、テスト、およびデプロイリソースの設定に役
立つ複数のアクションが含まれています。パイプラインとは異なる AWS リージョン内にあるアクション
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をパイプラインに追加できます。がAWS のサービスアクションプロバイダーであり、このアクションタイ
プ/プロバイダータイプがパイプラインとは異なるAWSリージョンにある場合、これはクロスリージョンア
クションです。

Note

クロスリージョンアクションはサポートされており、AWSCodePipelineサポートされている
リージョンでのみ作成できます。AWSがサポートされているリージョンはを参照してください
CodePipelineのクォータAWSCodePipeline (p. 586)。

パイプラインにクロスリージョンアクションを追加するには、コンソール、AWS CLI、または AWS 
CloudFormation を使用できます。

Note

CodePipelineの特定のアクションタイプによっては、特定のAWSリージョンでみ使用できます。
また、あるアクションタイプが利用可能な AWS リージョンがある一方、そのアクションタイプ
に特定の AWS プロバイダーを利用できない場合もあることに注意してください。

パイプラインを作成または編集する場合は、パイプラインリージョンにアーティファクトバケットが
必要であり、アクションを実行する予定のリージョンごとに 1 つのアーティファクトバケットが必要
です。ArtifactStores パラメータの詳細については、「CodePipeline パイプライン構造リファレン
ス (p. 469)」をご参照ください。

Note

CodePipelineクロスリージョンアクションを実行する際に、あるAWSリージョンから他のリー
ジョンへのアーティファクトのコピーを処理します。

コンソールを使用してパイプラインまたはクロスリージョンアクションを作成する場合は、アクション
の作成先のリージョンにデフォルトのアーティファクトバケットが CodePipeline によって設定されま
す。AWS CLI、AWS CloudFormation、または SDK を使用してパイプラインまたはクロスリージョンアク
ションを作成する場合は、アクションの作成先のリージョンごとにアーティファクトバケットを指定しま
す。

Note

アーティファクトバケットと暗号化キーは、クロスリージョンアクションと同じ AWS リージョ
ンで、パイプラインと同じアカウントに作成する必要があります。

以下のアクションタイプのクロスリージョンアクションは作成できません。

• ソースアクション
• サードパーティーアクション
• カスタムアクション

Note

CodePipelineでクロスリージョン Lambda invoke アクションを使用する場
合、PutJobSuccessResultおよびを使用したラムダ実行のステータスは、LambdaAWS 関数が存
在するリージョンではなく、Lambda PutJobFailureResultCodePipeline関数が存在するリージョ
ンに送信する必要があります。

パイプラインに含まれているクロスリージョンアクションがステージの一部である場合、CodePipeline は
クロスリージョンアクションの入力アーティファクトのみを、アクションのリージョンにレプリケートし
ます。
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アクションを管理する (コンソール)

Note

パイプラインリージョンとCloudWatch Events の変更検出リソースが保持されているリージョン
は同じままです。パイプラインがホストされているリージョンは変わりません。

パイプラインのクロスリージョンアクションを管理す
る (コンソール)
CodePipeline コンソールを使用して既存のパイプラインにクロスリージョンアクションを追加できます。
[パイプラインの作成] ウィザードを使用してクロスリージョンアクションを含む新しいパイプラインを作
成するには、「パイプラインを作成する (コンソール) (p. 214)」を参照してください。

コンソールでパイプラインステージのクロスリージョンアクションを作成するには、アクションプロバイ
ダーと、そのプロバイダーのリージョンで作成したリソースを一覧表示する [リージョン] フィールドを選
択します。クロスリージョンアクションを追加すると、CodePipeline は、このアクションのリージョンで
別のアーティファクトバケットを使用します。クロスリージョンのアーティファクトバケットの詳細につ
いては、「CodePipeline パイプライン構造リファレンス (p. 469)」を参照してください。

パイプラインステージにクロスリージョンアクションを追加する 
(コンソール)
コンソールを使用してパイプラインにクロスリージョンアクションを追加します。

Note

変更を保存する際にパイプラインが実行中の場合、その実行は完了しません。

クロスリージョンアクションを追加するには

1. コンソール (http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home) にサインインします。
2. パイプラインを選択し、[編集] を選択します。
3. 図の下部で、新しいステージを追加する場合は [+ Add stage (+ ステージの追加)] を選択します。既存

のステージにアクションを追加する場合は、[Edit stage (ステージの編集)] を選択します。
4. [Edit: <Stage> (編集: <ステージ>)] で、シリアルアクションを追加する場合は [+ Add action group (+ 

アクショングループの追加)] を選択します。または、パラレルアクションを追加する場合は、[+Add 
action (+アクションの追加)] を追加します。

5. [アクションの編集] ページで、以下の操作を行います。

a. [アクション名] に、クロスリージョンアクションの名前を入力します。
b. [Action provider (アクションプロバイダー)] で、アクションプロバイダーを選択します。
c. [リージョン] で、アクションのリソースを作成した、または作成する予定の AWS リージョンを

選択します。リージョンを選択すると、このリージョンで使用できるリソースが一覧表示されて
選択できるようになります。[リージョン] フィールドは、このアクションタイプとプロバイダー
タイプに対して作成済みの AWS リソースの場所を示します。このフィールドには、アクション
プロバイダがサービスであるアクションプロバイダがのサービスであるアクションプロバイダ
がのサービスであるアクションプロバイダがAWS のサービスサービスであるアクション Region 
フィールドは、AWS リージョンデフォルトでパイプラインと同じのリージョンになります。

d. [入力アーティファクト] で、前のステージからの適切な入力を選択します。たとえば、前のス
テージがソースステージの場合は、を選択しますSourceArtifact。

e. 設定するアクションプロバイダーのすべての必須フィールドに入力します。
f. [出力アーティファクト] で、次のステージへの適切な出力を選択します。たとえば、次の段階が

展開段階の場合は、を選択しますBuildArtifact。
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g. [Save] (保存) を選択します。
6. [Edit: <Stage> (編集: <ステージ>)] で、完了] を選択します。
7. [Save] (保存) を選択します。

パイプラインステージのクロスリージョンアクションを編集する 
(コンソール)
コンソールを使用してパイプラインの既存のクロスリージョンアクションを編集します。

Note

変更を保存する際にパイプラインが実行中の場合、その実行は完了しません。

クロスリージョンアクションを編集するには

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home.) にサインインします。
2. パイプラインを選択し、[編集] を選択します。
3. [Edit stage (ステージの編集)] を選択します。
4. [Edit: <Stage> (編集: <ステージ>)] で、既存のアクションを編集するためのアイコンを選択します。
5. [アクションの編集] ページで、必要に応じてフィールドを変更します。
6. [Edit: <Stage> (編集: <ステージ>)] で、完了] を選択します。
7. [Save] (保存) を選択します。

パイプラインステージからクロスリージョンアクションを削除す
る (コンソール)
コンソールを使用してパイプラインから既存のクロスリージョンアクションを削除します。

Note

変更を保存する際にパイプラインが実行中の場合、その実行は完了しません。

クロスリージョンアクションを削除するには

1. コンソール (http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home) にサインインします。
2. パイプラインを選択し、[編集] を選択します。
3. [Edit stage (ステージの編集)] を選択します。
4. [Edit: <Stage> (編集: <ステージ>)] で、既存のアクションを削除するためのアイコンを選択します。
5. [Edit: <Stage> (編集: <ステージ>)] で、完了] を選択します。
6. [Save] (保存) を選択します。

パイプラインにクロスリージョンアクションを追加す
る (CLI)
AWS CLI を使用して既存のパイプラインにクロスリージョンアクションを追加できます。

AWS CLI を使用してパイプラインステージのクロスリージョンアクションを作成するには、設定アクショ
ンとオプションの region フィールドを追加します。また、アクションのリージョンにアーティファクト
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バケットを作成しておく必要があります。単一リージョンパイプラインの artifactStore パラメータを
指定する代わりに、artifactStores パラメータを使用して各リージョンのアーティファクトバケット
のリストを含めます。

Note

このチュートリアルおよびその例では、##### A がパイプラインの作成先のリージョンです。こ
のアカウントでは、で使用するパイプラインアーティファクトやサービスロールの保存先である
RegionA Amazon S3 バケットにアクセスできますCodePipeline。RegionB は、CodeDeploy ア
プリケーション、デプロイグループ、および CodeDeploy で使用されるサービスロールが作成さ
れるリージョンです。

前提条件
以下を作成しておく必要があります。

• ##### A のパイプライン。
• ##### B の Amazon S3 アーティファクトバケット
• アクションに必要なリソースが RegionB にあります。CodeDeploy

パイプラインにクロスリージョンアクションを追加する (CLI)
AWS CLI を使用してクロスリージョンアクションをパイプラインに追加します。

クロスリージョンアクションを追加するには

1. ##### A のパイプラインで、get-pipeline コマンドを実行し、パイプライン構造を JSON ファイルに
コピーします。例えば、MyFirstPipeline という名前のパイプラインに対して、以下のコマンドを
実行します。

aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json

このコマンドは何も返しませんが、作成したファイルは、コマンドを実行したディレクトリにありま
す。

2. region フィールドを追加して、アクションのリージョンとリソースを含むクロスリージョンア
クションを関連付けた新しいステージを追加します。以下の JSON サンプルは、プロバイダーを 
CodeDeploy とするクロスリージョンデプロイアクションを関連付けたデプロイステージを、新しい
リージョン us-east-1 に追加します。

 { 
                "name": "Deploy", 
                "actions": [ 
                    { 
                        "inputArtifacts": [ 
                            { 
                                "name": "SourceArtifact" 
                            } 
                        ], 
                        "name": "Deploy", 
                        "region": "RegionB", 
                        "actionTypeId": { 
                            "category": "Deploy", 
                            "owner": "AWS", 
                            "version": "1", 
                            "provider": "CodeDeploy" 
                        }, 
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                        "outputArtifacts": [], 
                        "configuration": { 
                            "ApplicationName": "name", 
                            "DeploymentGroupName": "name" 
                        }, 
                        "runOrder": 1 
                    }

3. パイプライン構造で、artifactStore フィールドを削除し、新しいクロスリージョンアクションの
artifactStores マップを追加します。マッピングには、アクションがある AWS リージョンごとに
エントリを含める必要があります。マッピングのエントリごとに、リソースはそれぞれの AWS リー
ジョンにある必要があります。以下の例で、ID-A は、##### A は暗号化キー ID、ID-B は、##### 
B の暗号化キー ID を表します。

"artifactStores":{   
   "RegionA":{   
      "encryptionKey":{   
         "id":"ID-A", 
         "type":"KMS" 
      }, 
      "location":"Location1", 
      "type":"S3" 
   }, 
   "RegionB":{   
      "encryptionKey":{   
         "id":"ID-B", 
         "type":"KMS" 
      }, 
      "location":"Location2", 
      "type":"S3" 
   }
}

以下の JSON 例では、us-west-2 バケットは my-storage-bucket と表示されており、my-
storage-bucket-us-east-1 という名前の新しい us-east-1 バケットを追加します。

        "artifactStores": { 
            "us-west-2": { 
                "type": "S3", 
                "location": "my-storage-bucket" 
            }, 
            "us-east-1": { 
                "type": "S3", 
                "location": "my-storage-bucket-us-east-1" 
            } 
        },

4. get-pipeline コマンドを使用して取得したパイプライン構造を使用している場合、JSON ファイルから
metadata 行を削除します。それ以外の場合は、update-pipeline コマンドで使用することはできませ
ん。"metadata": { } 行と、"created"、"pipelineARN"、"updated" フィールドを削除しま
す。

例えば、構造から以下の行を削除します。

"metadata": {   
  "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name", 
  "created": "date", 
  "updated": "date" 
  }

ファイルを保存します。
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5. 変更を適用するには、パイプライン JSON ファイルを指定して、update-pipeline コマンドを実行しま
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 codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json

このコマンドは、編集したパイプラインの構造全体を返します。出力は以下のようになります。

{ 
    "pipeline": { 
        "version": 4, 
        "roleArn": "ARN", 
        "stages": [ 
            { 
                "name": "Source", 
                "actions": [ 
                    { 
                        "inputArtifacts": [], 
                        "name": "Source", 
                        "actionTypeId": { 
                            "category": "Source", 
                            "owner": "AWS", 
                            "version": "1", 
                            "provider": "CodeCommit" 
                        }, 
                        "outputArtifacts": [ 
                            { 
                                "name": "SourceArtifact" 
                            } 
                        ], 
                        "configuration": { 
                            "PollForSourceChanges": "false", 
                            "BranchName": "main", 
                            "RepositoryName": "MyTestRepo" 
                        }, 
                        "runOrder": 1 
                    } 
                ] 
            }, 
            { 
                "name": "Deploy", 
                "actions": [ 
                    { 
                        "inputArtifacts": [ 
                            { 
                                "name": "SourceArtifact" 
                            } 
                        ], 
                        "name": "Deploy", 
                        "region": "us-east-1", 
                        "actionTypeId": { 
                            "category": "Deploy", 
                            "owner": "AWS", 
                            "version": "1", 
                            "provider": "CodeDeploy" 
                        }, 
                        "outputArtifacts": [], 
                        "configuration": { 
                            "ApplicationName": "name", 
                            "DeploymentGroupName": "name" 
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                        }, 
                        "runOrder": 1 
                    } 
                ] 
            } 
        ], 
        "name": "AnyCompanyPipeline", 
        "artifactStores": { 
            "us-west-2": { 
                "type": "S3", 
                "location": "my-storage-bucket" 
            }, 
            "us-east-1": { 
                "type": "S3", 
                "location": "my-storage-bucket-us-east-1" 
            } 
        } 
    }
}

Note

update-pipeline コマンドは、パイプラインを停止します。update-pipeline コマンドを実行し
たときにパイプラインによりリビジョンが実行されている場合、その実行は停止します。更
新されたパイプラインによりそのリビジョンを実行するには、パイプラインを手動で開始す
る必要があります。パイプラインを手動で開始するには start-pipeline-execution コ
マンドを使用します。

6. パイプラインを更新すると、クロスリージョンアクションがコンソールに表示されます。

パイプラインにクロスリージョンアクションを追加す
る (AWS CloudFormation)
AWS CloudFormation を使用して既存のパイプラインにクロスリージョンアクションを追加します。

AWS CloudFormation を使用してクロスリージョンアクションを追加するには

1. この例に示すように、Region パラメータをテンプレートの ActionDeclaration リソースに追加
します。

ActionDeclaration: 
              Type: Object 
              Properties: 
                ActionTypeId: 
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                  Type: ActionTypeId 
                  Required: true 
                Configuration: 
                  Type: Map 
                InputArtifacts: 
                  Type: Array 
                  ItemType: 
                    Type: InputArtifact 
                Name: 
                  Type: String 
                  Required: true 
                OutputArtifacts: 
                  Type: Array 
                  ItemType: 
                    Type: OutputArtifact 
                RoleArn: 
                  Type: String 
                RunOrder: 
                  Type: Integer 
                 Region:
                  Type: String

2. Mappings で、この例で示しているように、キー SecondRegionMap および RegionA の値をマップ
する RegionB という名前のマッピング用のリージョンマップを追加します。Pipeline リソースの
artifactStore フィールドで、新しいクロスリージョンアクションの artifactStores マップを
以下のように追加します。

Mappings: 
  SecondRegionMap: 
     RegionA: 
      SecondRegion: "RegionB" 
     RegionB: 
      SecondRegion: "RegionA"

... 

          Properties: 
            ArtifactStores: 
              - 
                Region: RegionB
                ArtifactStore: 
                  Type: "S3" 
                  Location: test-cross-region-artifact-store-bucket-RegionB
              - 
                Region: RegionA
                ArtifactStore: 
                  Type: "S3" 
                  Location: test-cross-region-artifact-store-bucket-RegionA
            

以下の YAML 例では、##### A バケットを us-west-2、新しい ##### B バケットを eu-
central-1 とします。

Mappings: 
  SecondRegionMap: 
    us-west-2: 
      SecondRegion: "eu-central-1" 
    eu-central-1: 
      SecondRegion: "us-west-2"

... 

          Properties: 
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            ArtifactStores: 
              - 
                Region: eu-central-1 
                ArtifactStore: 
                  Type: "S3" 
                  Location: test-cross-region-artifact-store-bucket-eu-central-1 
              - 
                Region: us-west-2 
                ArtifactStore: 
                  Type: "S3" 
                  Location: test-cross-region-artifact-store-bucket-us-west-2

3. 更新したテンプレートをローカルコンピュータに保存し、AWS CloudFormation コンソールを開きま
す。

4. スタックを選択し、[既存スタックの変更セットの作成] を選択します。
5. テンプレートをアップロードし、AWS CloudFormation に示された変更を表示します。これらがス

タックに加えられる変更です。新しいリソースがリストに表示されています。
6. [実行] を選択します。

変数の操作
CodePipeline 変数生成のアクションの中には、変数を生成するものがあります。変数を使用するには、次
の手順に従います。

• 名前空間をアクションに割り当てて、生成する変数をダウンストリームアクション設定で使用できるよ
うにします。

• ダウンストリームアクションは、アクションによって生成された変数を消費するよう設定します。

各アクションの実行の詳細を表示して、実行時にアクションによって生成された各出力変数の値を確認
できます。

step-by-step 変数を使用するための例を参照するには:

• アップストリームアクション (CodeCommit) の変数を使用し、出力変数を生成する Lambda アクション
のチュートリアルについては、を参照してくださいチュートリアル: Lambda 呼び出しアクションで可変
を使用する (p. 131)。

• AWS CloudFormation CloudFormation アップストリームアクションからスタック出力変数を参照するア
クションについては、を参照してくださいチュートリアル: AWS CloudFormation デプロイアクションの
変数を使用するパイプラインを作成する (p. 92)。

• CodeCommit コミット ID とコミットメッセージに解決される出力変数を参照するメッセージテキス
トを使用した手動承認アクションの例については、を参照してください例: 手動承認で変数を使用す
る (p. 380)。

• CodeBuild GitHub ブランチ名に解決される環境変数を使用したアクションの例については、を参照して
ください例: BranchName CodeBuild 変数を環境変数と共に使用する (p. 380)。

• CodeBuild アクションは、ビルドの一部としてエクスポートされたすべての環境変数を変数として生成
します。詳細については、「CodeBuild アクション出力変数 (p. 581)」を参照してください。で使用で
きる環境変数のリストについては CodeBuild、『AWS CodeBuildユーザーガイド』の「ビルド環境の環
境変数」を参照してください。

トピック
• 変数のアクションを設定する (p. 375)
• 出力変数を表示する (p. 377)
• 例: 手動承認で変数を使用する (p. 380)
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• 例: BranchName CodeBuild 変数を環境変数と共に使用する (p. 380)

変数のアクションを設定する
パイプラインにアクションを追加すると、そのアクションに名前空間を割り当て、以前のアクションの変
数を消費するように設定できます。

変数のアクションを設定する (コンソール)
この例では、 CodeCommit CodeBuild ソースアクションとビルドアクションを含むパイプラインを作成し
ます。 CodeBuild アクションは、アクションによって生成された変数を消費するよう設定されています。 
CodeCommit

名前空間が指定されていない場合、変数はアクション設定で参照できません。コンソールを使用してパイ
プラインを作成すると、各アクションの名前空間が自動的に生成されます。

変数を使用してパイプラインを作成するには

1. にサインインしてAWS Management Console、http://console.aws.amazon.com/codesuite/
codepipeline/home CodePipeline  でコンソールを開きます。

2. [パイプラインの作成] を選択します。パイプラインに名前を入力し、[Next (次へ)] を選択します。
3. 「ソース」の「プロバイダー」で、を選択しますCodeCommit。 CodeCommit ソースアクションのリ

ポジトリとブランチを選択し、[Next (次へ)] を選択します。
4. 「ビルド」の「プロバイダ」で、を選択しますCodeBuild。 CodeBuild 既存のビルドプロジェクト名

を選択するか、[Create project (プロジェクトを作成)] を選択します。「ビルド・プロジェクトの作
成」で、ビルド・プロジェクトを作成し、「戻る」を選択します CodePipeline。

[環境変数] の下で、[Add environment variables (環境変数を追加)] を選択します。たとえば、実行 
ID#{codepipeline.PipelineExecutionId} を変数構文で入力し、コミット ID を変数構文で入
力します#{SourceVariables.CommitId}。

Note

変数構文は、ウィザードの任意のアクション設定フィールドに入力できます。
5. [作成] を選択します。
6. パイプラインが作成されたら、ウィザードによって作成された名前空間を表示できます。パイプライ

ンで、名前空間を表示するステージのヘルプペインアイコンを選択します。この例では、ソースアク
ションの自動生成された名前空間、SourceVariables が表示されます。
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既存のアクションの名前空間を編集するには

1. にサインインしてAWS Management Console、http://console.aws.amazon.com/codesuite/
codepipeline/home CodePipeline  でコンソールを開きます。

2. 編集するパイプラインを選択して [編集] を選択します。ソースステージで、[Edit stage (ステージを編
集)] を選択します。 CodeCommit アクションを追加します。

3. [アクションの編集] で、[Variable namespace (変数の名前空間)] フィールドを表示します。既存のア
クションが以前に作成された場合、またはウィザードを使用せずに作成された場合は、名前空間を追
加する必要があります。[Variable namespace (変数の名前空間)] に名前空間名を入力し、[Save (保
存)] を選択します。

出力変数を表示するには

1. にサインインしてAWS Management Console、http://console.aws.amazon.com/codesuite/
codepipeline/home CodePipeline  でコンソールを開きます。

2. パイプラインが作成され、正常に実行できたら、アクションの実行詳細ページで変数の値を表示する
こともできます。詳細については、「変数を表示する (コンソール) (p. 377)」を参照してください。

変数のアクションを設定する (CLI)
create-pipeline コマンドを使用してパイプラインを作成するか、update-pipeline コマンドを使用してパイ
プラインを編集する場合は、アクションの設定で変数を参照したり、使用したりできます。

名前空間が指定されていない場合、アクションによって生成された変数は、ダウンストリームアクション
設定で参照することはできません。

名前空間でアクションを設定するには

1. 「でパイプラインを作成 CodePipeline (p. 213)」の手順 に従って、CLI を使用してパイプラインを作
成します。入力ファイルを起動して、create-pipeline コマンドに --cli-input-json パラメータを
指定します。パイプライン構造で、namespace パラメータを追加し、SourceVariables などの名
前を指定します。

. . .  
{ 
          "inputArtifacts": [], 
          "name": "Source", 
          "region": "us-west-2", 
           "namespace": "SourceVariables",
          "actionTypeId": { 
            "category": "Source", 
            "owner": "AWS", 
            "version": "1", 
            "provider": "CodeCommit" 
          }, 
          "outputArtifacts": [

. . . 

2. MyPipeline.json のような名前でファイルを保存します。
3. ターミナル (Linux、macOS、UNIX) またはコマンドプロンプト (Windows) で、create-pipelineコマン

ドを実行し、パイプラインを作成します。

create-pipeline コマンドを実行したときに作成したファイルを呼び出します。例:

aws codepipeline create-pipeline --cli-input-json file://MyPipeline.json
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変数を消費するダウンストリームアクションを設定するには

1. 入力ファイルを編集して、update-pipeline コマンドに --cli-input-json パラメータを指定し
ます。ダウンストリームアクションで、そのアクションの設定に変数を追加します。変数は、ピ
リオドで区切られた名前空間とキーで構成されます。たとえば、パイプライン実行 ID とソース
コミット ID の変数を追加するには、変数 #{codepipeline.PipelineExecutionId} に変数
の名前空間 codepipeline を指定します。変数の #{SourceVariables.CommitId} 名前空間
SourceVariables を指定します。

{ 
    "name": "Build", 
    "actions": [ 
        { 
            "outputArtifacts": [ 
                { 
                    "name": "BuildArtifacts" 
                } 
            ], 
            "name": "Build", 
            "configuration": { 
                "EnvironmentVariables": "[{\"name\":\"Execution_ID\",\"value\":
\"#{codepipeline.PipelineExecutionId}\",\"type\":\"PLAINTEXT\"},{\"name\":\"Commit_ID
\",\"value\":\"#{SourceVariables.CommitId}\",\"type\":\"PLAINTEXT\"}]", 
                "ProjectName": "env-var-test" 
            }, 
            "inputArtifacts": [ 
                { 
                    "name": "SourceArtifact" 
                } 
            ], 
            "region": "us-west-2", 
            "actionTypeId": { 
                "provider": "CodeBuild", 
                "category": "Build", 
                "version": "1", 
                "owner": "AWS" 
            }, 
            "runOrder": 1 
        } 
    ]
},

2. MyPipeline.json のような名前でファイルを保存します。
3. ターミナル (Linux、macOS、UNIX) またはコマンドプロンプト (Windows) で、create-pipelineコマン

ドを実行し、パイプラインを作成します。

create-pipeline コマンドを実行したときに作成したファイルを呼び出します。例:

aws codepipeline create-pipeline --cli-input-json file://MyPipeline.json

出力変数を表示する
アクション実行の詳細を表示して、各実行に固有のアクションの変数を表示できます。

変数を表示する (コンソール)
コンソールを使用して、アクションの変数を表示できます。
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1. にサインインしてAWS Management Console、http://console.aws.amazon.com/codesuite/
codepipeline/home CodePipeline  でコンソールを開きます。

AWS アカウントに関連付けられているすべてのパイプラインの名前が表示されます。
2. [Name] で、パイプラインの名前を選択します。
3. [View history (履歴の表示)] を選択します。
4. パイプラインが正常に実行されると、ソースアクションによって生成された変数を表示できます。

[View history (履歴の表示)] を選択します。パイプライン実行のアクションリストで [ソース] を選択
して、アクションのアクション実行の詳細を表示します。 CodeCommit アクションの詳細画面で、
[Output variables (出力変数)] の下の変数を表示します。

5. パイプラインが正常に実行されると、ビルドアクションによって消費される変数を表示できます。
[View history (履歴の表示)] を選択します。パイプライン実行のアクションリストで、[ビルド] を選択
して、アクションのアクション実行の詳細を表示します。 CodeBuild アクションの詳細ページで、[ア
クション設定] の下にある変数を表示します。自動生成された名前空間が表示されます。

デフォルトでは、[アクション設定] には変数の構文が表示されます。[Show resolved configuration (解
決された設定を表示)] を選択して、アクションの実行中に生成された値を表示するようにリストを切
り替えることができます。

変数を表示する (CLI)
list-action-executions コマンドを使用して、アクションの変数を表示できます。
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1. 以下のコマンドを使用します。

aws codepipeline list-action-executions

出力には、次に示すように outputVariables パラメータが表示されます。

"outputVariables": { 
                    "BranchName": "main", 
                    "CommitMessage": "Updated files for test", 
                    "AuthorDate": "2019-11-08T22:24:34Z", 
                    "CommitId": "d99b0083cc10EXAMPLE", 
                    "CommitterDate": "2019-11-08T22:24:34Z", 
                    "RepositoryName": "variables-repo" 
                }, 
             

2. 以下のコマンドを使用します。

aws codepipeline get-pipeline --name <pipeline-name>

アクションのアクション設定で CodeBuild 、変数を表示できます。

{ 
    "name": "Build", 
    "actions": [ 
        { 
            "outputArtifacts": [ 
                { 
                    "name": "BuildArtifact" 
                } 
            ], 
            "name": "Build", 
            "configuration": { 
                "EnvironmentVariables": "[{\"name\":\"Execution_ID\",\"value\":
\"#{codepipeline.PipelineExecutionId}\",\"type\":\"PLAINTEXT\"},{\"name\":\"Commit_ID
\",\"value\":\"#{SourceVariables.CommitId}\",\"type\":\"PLAINTEXT\"}]", 
                "ProjectName": "env-var-test" 
            }, 
            "inputArtifacts": [ 
                { 
                    "name": "SourceArtifact" 
                } 
            ], 
            "region": "us-west-2", 
            "actionTypeId": { 
                "provider": "CodeBuild", 
                "category": "Build", 
                "version": "1", 
                "owner": "AWS" 
            }, 
            "runOrder": 1 
        } 
    ]
},
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例: 手動承認で変数を使用する
アクションの名前空間を指定し、そのアクションが出力変数を生成する場合、承認メッセージに変数を表
示する手動承認を追加できます。この例では、手動承認メッセージに可変構文を追加する方法を示しま
す。

1. にサインインしてAWS Management Console、http://console.aws.amazon.com/codesuite/
codepipeline/home CodePipeline  でコンソールを開きます。

AWS アカウントに関連付けられているすべてのパイプラインの名前が表示されます。承認を追加する
パイプラインを選択します。

2. パイプラインを編集するには、[編集] を選択します。ソースアクションの後に、手動承認を追加しま
す。[アクション名] に、承認処理の名前を入力します。

3. [アクションプロバイダ] で、[手動承認] を選択します。
4. 「レビュー用 URL」で、の変数構文を CodeCommit URLCommitId に追加します。ソース

アクションに割り当てられた名前空間をかならず使用してください。たとえば、デフォル
トの名前空間である SourceVariables を持つ CodeCommit アクションに対する変数構文
は、#{SourceVariables.CommitId} です。

「コメント」にCommitMessage、コミットメッセージを入力します。

Please approve this change. Commit message: #{SourceVariables.CommitMessage}

5. パイプラインが正常に実行されると、承認メッセージに変数の値を表示できます。

例: BranchName CodeBuild 変数を環境変数と共に使
用する
CodeBuild パイプラインにアクションをパイプラインに追加する場合、 CodeBuild BranchName環境変数
を使用してアップストリームソースアクションから出力変数を参照することができます。のアクションか
らの出力変数を使用して CodePipeline、 CodeBuildビルドコマンドで使用する独自の環境変数を作成でき
ます。

この例では、 GitHub CodeBuild ソースアクションから出力変数構文を環境変数に追加する方法を示しま
す。この例の出力変数構文は、 GitHub のソースアクション出力変数を表しますBranchName。アクショ
ンが正常に実行されると、変数が解決され、 GitHub ブランチ名が表示されます。

1. にサインインしてAWS Management Console、http://console.aws.amazon.com/codesuite/
codepipeline/home CodePipeline  でコンソールを開きます。

AWS アカウントに関連付けられているすべてのパイプラインの名前が表示されます。承認を追加する
パイプラインを選択します。

2. パイプラインを編集するには、[編集] を選択します。 CodeBuild アクションを含むステージで、[ス
テージの編集] を選択します。

3. CodeBuild アイコンを選択してアクションを編集します。
4. [編集アクション] ページの 環境変数 で、次のように入力します。

• [名前]に、環境変数の名前を入力します。
• [値]に、パイプライン出力変数の変数構文を入力します。これには、ソースアクション

に割り当てられた名前空間が含まれます。たとえば、デフォルトの名前空間で GitHub 
NamespaceSourceVariables の出力変数構文は、です#{SourceVariables.BranchName}。

• [タイプ]に、プレーンテキストを選択します。
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5. パイプラインが正常に実行されると、解決された出力変数が環境変数の値になることがわかります。
次のいずれかを選択します。

• CodePipeline console: パイプラインを選択してから、[History] を選択します。最新のパイプライン
実行を選択します。
• [タイムライン]で、[送信元] のセレクタを選択します。これは、 GitHub 出力変数を生成するソー

スアクションです。View execution details (実行の詳細を表示)を選択 [出力変数]で、このアク
ションによって生成された出力変数のリストを表示します。

• [タイムライン]で、[ビルド]のセレクタを選択します。これは、 CodeBuild ビルドプロジェクト
の環境変数を指定するビルドアクションです。View execution details (実行の詳細を表示)を選択
アクション設定で、 CodeBuild環境変数を表示します。解決済み設定を表示 を選択。環境変数値
は、BranchName GitHub ソースアクションから解決された出力変数です。この例では、この値
は main です。

詳細については、「変数を表示する (コンソール) (p. 377)」を参照してください。
• CodeBuild console: ビルドプロジェクトを選択し、ビルド実行のリンクを選択します。[環境

変数] の場合、 CodeBuild 解決された出力変数が環境変数の値です。この例では、環境変数
NameBranchName はで、ValueBranchName GitHub はソースアクションからの解決済み出力変数
です。この例では、この値は main です。
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CodePipeline でのステージ移行の操
作

移行は、無効化または有効化できるパイプラインステージ間のリンクです。デフォルトでは有効化されて
います。無効化された移行を再度有効化すると、30 日が経過していない限り、パイプラインの残りのス
テージで最新リビジョンが実行されます。パイプラインを実行しても、新しい変更が検出されるか、手動
でパイプラインを再実行する場合を除き、無効期間が 31 日以上の移行が再開されることはありません。

AWS CodePipeline コンソールまたは AWS CLI を使用して、パイプラインのステージ間の移行を無効化ま
たは有効化できます。

Note

手動で承認するまでパイプラインの実行を停止するには、承認アクションを使用します。詳細に
ついては、「CodePipeline で承認アクションを管理する (p. 356)」を参照してください。

トピック
• 移行を無効化または有効化する (コンソール) (p. 382)
• 移行を無効化または有効化する (CLI) (p. 384)

移行を無効化または有効化する (コンソール)
パイプラインで遷移を無効/有効にするには

1. AWS Management Console にサインインして、CodePipeline コンソール https://
console.aws.amazon.com/codesuite/codebuild/home を開きます。

AWS アカウントに関連付けられているすべてのパイプラインの名前が表示されます。
2. [Name] で、遷移を有効または無効にするパイプラインの名前を選択します。これにより、パイプライ

ンの詳細ビューが開いて、パイプラインのステージ間の遷移がわかります。
3. 実行する最後のステージの後の矢印を見つけ、その横にあるボタンを選択します。たとえば、以下の

パイプラインの例で、[Staging (ステージング)] ステージのアクションを実行するが、[Production (本
番稼働用)] という名前のステージのアクションを実行しないようにするには、その 2 つのステージの
間の [Disable transition (移行を無効にする)] ボタンを選択します。
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4. [移行を無効にする] ダイアログボックスで、移行を無効にする理由を入力し、[無効化] を選択しま
す。

ボタンは、矢印の前のステージと矢印の後のステージとの間で遷移が無効にされたことを示すように
変わります。無効にされた移行の後のステージですでに実行されていたリビジョンは、パイプライン
により続行されますが、それ以降のリビジョンは、無効にされた移行の後には続行されません。

5. 矢印の横にある [移行を有効にする] ボタンを選択します。[Enable transition] ダイアログボックスで、
[Enable] を選択します。パイプラインはすぐに 2 つのステージ間の移行を有効にします。移行が無効
にされた後、初期ステージで実行されていたリビジョンがある場合、パイプラインはすぐに、以前の
無効にされた移行の後のステージで最新のリビジョンの実行を開始します。パイプラインは、そのリ
ビジョンをパイプラインの残りのすべてのステージで実行します。
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Note

遷移を有効にした後、CodePipeline コンソールに変更が表示されるまで数秒かかることがあ
ります。

移行を無効化または有効化する (CLI)
AWS CLI を使用してステージ間の遷移を無効にするには、disable-stage-transition コマンドを実行しま
す。無効にされた遷移を有効にするには、enable-stage-transition コマンドを実行します。

遷移を無効にするには

1. AWS CLI ターミナル (Linux, macOS, or Unix) またはコマンドプロンプト (Windows) を開き、パイプ
ラインの名前、遷移を無効にするステージの名前、遷移のタイプ、そのステージへの遷移を無効にす
る理由を指定して コマンドを実行します。コンソールを使用する場合とは異なり、ステージに入る 
(インバウンド) 遷移を無効にするか、すべてのアクションが完了した後にステージから出る (アウトバ
ウンド) 遷移を無効にするかを指定する必要もあります。

たとえば、Staging という名前のパイプラインで MyFirstPipeline という名前のステージへの遷
移を無効にするには、以下のようなコマンドを入力します。

aws codepipeline disable-stage-transition --pipeline-name MyFirstPipeline --stage-
name Staging --transition-type Inbound --reason "My Reason"

このコマンドは何も返しません。
2. 遷移が無効にされたことを確認するには、CodePipeline コンソールでパイプラインを表示する

か、get-pipeline-state コマンドを実行します。詳細については、「パイプラインの詳細と履歴を表示
する (コンソール) (p. 229)」および「パイプラインの詳細と履歴を表示する (CLI) (p. 236)」を参照し
てください。

遷移を有効にするには

1. AWS CLI ターミナル (Linux, macOS, or Unix) またはコマンドプロンプト (Windows) を開き、パイプ
ラインの名前、遷移を無効にするステージの名前、遷移のタイプ、そのステージへの遷移を無効にす
る理由を指定して コマンドを実行します。

たとえば、Staging という名前のパイプラインで MyFirstPipeline という名前のステージへの遷
移を無効にするには、以下のようなコマンドを入力します。

aws codepipeline enable-stage-transition --pipeline-name MyFirstPipeline --stage-
name Staging  --transition-type Inbound

このコマンドは何も返しません。
2. 遷移が無効にされたことを確認するには、CodePipeline コンソールでパイプラインを表示する

か、get-pipeline-state コマンドを実行します。詳細については、「パイプラインの詳細と履歴を表示
する (コンソール) (p. 229)」および「パイプラインの詳細と履歴を表示する (CLI) (p. 236)」を参照し
てください。
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パイプラインのモニタリング
モニタリングは、AWS CodePipeline 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。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、モニタリングを開始
する前に、以下の質問に回答する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?
• どのリソースをモニタリングしますか?
• 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?
• どのモニタリングツールが使用可能ですか?
• 誰がモニタリングタスクを実行しますか?
• 問題が発生した場合、だれが通知を受け取りますか?

次のツールを使用して、 CodePipeline パイプラインとそのリソースをモニタリングできます。

• EventBridge イベントバスイベント — CodePipeline でイベントを監視できます。これにより 
EventBridge、パイプライン、ステージ、またはアクションの実行ステータスの変化が検出されます。 
EventBridge そのデータをAWS Lambdaや Amazon Simple Notification Service などのターゲットにルー
ティングします。 EventBridge イベントは、Amazon CloudWatch Events に表示されるイベントと同じ
です。

• 「デベロッパー向けツールコンソール」 CodePipeline でのパイプラインイベントの通知 — コンソー
ルで設定した通知を使用してイベントを監視し、Amazon 簡易通知サービスのトピックとサブスクリプ
ションを作成できます。詳細については、『開発者ツールコンソールユーザーガイド』の「通知とは」
を参照してください。

• AWS CloudTrail—AWS アカウントで、または、 CodePipeline の代わりに行われた API コールをログに
記録し、Amazon S3 バケットにログファイルを配信するために使用します CloudTrail 。新しいログファ
イルが配信されたときに Amazon SNS CloudWatch 通知を発行するように選択することで、すばやいア
クションが実行できるようにします。

• コンソールと CLI- CodePipeline コンソールと CLI を使用して、パイプラインまたは特定のパイプライ
ン実行のステータスに関する詳細を表示できます。

トピック
• CodePipeline イベントのモニタリング (p. 385)
• イベントのプレースホルダーバケットに関するリファレンス (p. 401)
• による CodePipeline API 呼び出しのロギングAWS CloudTrail (p. 403)

CodePipeline イベントのモニタリング
CodePipeline でイベントをモニタリングできます。これにより EventBridge、独自のアプリケーション、 
software-as-a-service (SaaS) アプリケーション、およびのアプリケーションからのリアルタイムデータの
ストリーミングを提供しますAWS のサービス。 EventBridge そのデータをや Amazon Simple Notification 
ServiceAWS Lambda などのターゲットにルーティングします。これらのイベントは、Amazon Events 
CloudWatch に表示されるイベントと同じで、AWSリソースの変更を記述するシステムイベントのほぼリ
アルタイムのストリームを提供します。詳細については、「Amazon とは EventBridge?」を参照してくだ
さい。 Amazon EventBridge ユーザーガイドに記載されています。
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Note

イベントを管理するには、Amazon EventBridge が好ましい方法です。 CloudWatch EventBridge 
とは、基盤となるサービスと API と同じですが、 EventBridge より多くの機能を提供します。 
CloudWatch EventBridge またはで行った変更は、各コンソールに表示されます。

イベントはルールで構成されています。ルールは、次のものを選択して設定します:

• イベントパターン。各ルールは、モニタリングするイベントのソースとタイプ、およびイベントター
ゲットを含むイベントパターンとして表現されます。によるルールを作成します。たとえば、監視する
サービスをイベントソースとしてルールを作成します CodePipeline。例えば、パイプライン、ステー
ジ、 CodePipeline またはアクションの状態に変更があった場合にルールをトリガーするイベントソース
として使用するイベントパターンでルールを作成することが可能です。

• ターゲット。新しいルールは選択したサービスをイベントターゲットとして受け取ります。ターゲット
サービスを設定することで、通知を送り、状態情報を取得し、是正措置を講じ、イベントを開始し、そ
の他のアクションを実行します。ターゲットを追加するときは、Amazon CloudWatch Events へアクセ
ス許可を付与し、選択したターゲットサービスの呼び出しを許可する必要があります。

各タイプの実行の状態変更イベントは、以下の特定のメッセージ内容で通知を送信します。

• 最初の version エントリは、イベントのバージョン番号を示します。
• パイプライン detail の version エントリは、パイプライン構造のバージョン番号を示します。
• パイプライン detail の execution-id エントリは、状態変更の原因となったパイプラインの実行 ID 

を示します。[GetPipelineExecution API リファレンス] の [AWS CodePipeline API コール] を参照してく
ださい。

CodePipeline は、AWSアカウントのリソースの状態が変化するたびに Amazon Events CloudWatch にイ
ベントを報告します。イベントは、 at-least-once 以下のリソースに基づいて保証ベースで発行されます:

• パイプライン実行
• ステージ実行
• アクション実行

イベントは EventBridge 、前述のイベントパターンとスキーマを使用して生成されます。デベロッパー
ツールのコンソールで設定した通知を通じて受け取るイベントなど、処理されたイベントの場合、イベ
ントメッセージにはいくつかのバリエーションを持つイベントパターンフィールドが含まれます。例え
ば、detail-type フィールドは detailType に変換されます。詳細については、AmazonPutEvents API 
リファレンスの EventBridge API コールを参照してください。

次の例は、のイベントを示しています CodePipeline。可能な場合、各例は生成されたイベントのスキーマ
と、処理されたイベントのスキーマを示しています 。

トピック
• 詳細タイプ (p. 386)
• パイプラインレベルのイベント (p. 388)
• ステージレベルのイベント (p. 391)
• アクションレベルのイベント (p. 393)
• パイプラインイベントで通知を送信するルールを作成する (p. 398)

詳細タイプ
モニタリングするイベントを設定する場合、イベントの詳細タイプを選択できます。
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以下の状態が変わった時に通知が送信されるように設定できます。

• 指定したパイプラインまたはすべてのパイプライン。これを制御するには、"detail-type":
"CodePipeline Pipeline Execution State Change" を使用します。

• 指定したパイプラインまたはすべてのパイプライン内の、指定したステージまたはすべてのステージ。
これを制御するには、"detail-type": "CodePipeline Stage Execution State Change" を
使用します。

• 指定したパイプラインまたはすべてのパイプライン内の、指定したステージまたはすべてのステー
ジ内の、指定したアクションまたはすべてのアクション。これを制御するには、"detail-type":
"CodePipeline Action Execution State Change" を使用します。

Note

によって発行されるイベントには、 EventBridge detail-typeパラメータが含ま
れ、detailTypeイベントが処理される際に変換されます。

Detail-type 状態 説明

キャンセル済み パイプライン構造が更新されたため、パイプライン実行が
キャンセルされました。

FAILED パイプライン実行が正常に完了しませんでした。

再開 失敗したパイプライン実行が RetryStageExecution API 
コールに応じて再試行されました。

開始 パイプライン実行が現在実行中です。

停止 停止プロセスが完了し、パイプラインの実行が停止します。

停止中 パイプライン実行は、パイプライン実行を [Stop and wait (停
止して待機)] するか、[Stop and abandon (停止して中止)] する
要求により、停止しています。

成功 パイプライン実行が正常に完了しました。

CodePipeline パイ
プライン実行の状
態変更

置き換え済み このパイプライン実行が次のステージの完了を待機している
間に、新しいパイプライン実行が進行し、代わりにパイプラ
インを継続しました。

キャンセル済み パイプライン構造が更新されたため、ステージはキャンセル
されました。

FAILED ステージは正常に完了しませんでした。

再開 失敗したステージが RetryStageExecution API コールに
応じて再試行されました。

開始 このステージは現在実行中です。

停止 停止プロセスが完了し、ステージの実行が停止します。

停止中 ステージ実行は、パイプライン実行を [Stop and wait (停止し
て待機)] するか、[Stop and abandon (停止して中止)] する要求
により、停止しています。

CodePipeline ス
テージ実行の状態
変更

成功 ステージは正常に完了しました。
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Detail-type 状態 説明

中止 パイプラインの実行を [Stop and abandon (停止して中止)] す
る要求により、アクションは中止されます。

キャンセル済み パイプライン構造が更新されたため、アクションはキャンセ
ルされました。

FAILED 承認アクションでは、失敗の状態は、アクションがレビュー
者により拒否されたか、または誤ったアクション設定のため
に失敗したことを意味します。

開始 アクションは現在実行中です。

CodePipeline アク
ション実行の状態
変更

成功 アクションは正常に完了しました。

パイプラインレベルのイベント
パイプラインレベルのイベントは、パイプライン実行の状態が変更されたときに発生します。

トピック
• パイプライン開始イベント (p. 388)
• パイプライン停止イベント (p. 389)
• パイプライン成功イベント (p. 389)
• パイプライン失敗イベント (p. 390)

パイプライン開始イベント
パイプライン実行が開始すると、以下の内容の通知が送信されます。この例は、"myPipeline" リージョ
ンの us-east-1 という名前のパイプラインです。id フィールドはイベント ID を表し、account フィー
ルドは、パイプラインが作成されるアカウント ID を表します。

Emitted event

{ 
    "version": "0", 
    "id": "01234567-EXAMPLE", 
    "detail-type": "CodePipeline Pipeline Execution State Change", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2020-01-24T22:03:07Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-east-1:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "detail": { 
        "pipeline": "myPipeline", 
        "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd", 
        "execution-trigger": { 
            "trigger-type": "StartPipelineExecution", 
            "trigger-detail": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/my-user" 
        }, 
        "state": "STARTED", 
        "version": 1 
    }
}
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Processed event

{ 
    "account": "123456789012", 
    "detailType": "CodePipeline Pipeline Execution State Change", 
    "region": "us-east-1", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "time": "2021-06-24T00:44:50Z", 
    "notificationRuleArn": "arn:aws:codestar-notifications:us-
east-1:123456789012:notificationrule/a69c62c21EXAMPLE", 
    "detail": { 
        "pipeline": "myPipeline", 
        "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd", 
        "execution-trigger": { 
            "trigger-type": "StartPipelineExecution", 
            "trigger-detail": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/my-user" 
        }, 
        "state": "STARTED", 
        "version": 1, 
        "pipeline-execution-attempt": 1 
    }, 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-east-1:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "additionalAttributes": {}
}

パイプライン停止イベント
パイプライン実行が停止すると、以下の内容の通知が送信されます。この例は、myPipeline リージョン
の us-west-2 という名前のパイプラインです。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "01234567-EXAMPLE", 
    "detail-type": "CodePipeline Pipeline Execution State Change", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2020-01-24T22:02:20Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "detail": { 
        "pipeline": "myPipeline", 
        "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd", 
        "state": "STOPPING", 
        "version": 3, 
        "stop-execution-comments": "Stopping the pipeline for an update" 
    }
}

パイプライン成功イベント
パイプライン実行が成功すると、以下の内容の通知が送信されます。この例は、myPipeline us-
east-1 リージョンの という名前のパイプラインです。

Emitted event

{ 
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    "version": "0", 
    "id": "01234567-EXAMPLE", 
    "detail-type": "CodePipeline Pipeline Execution State Change", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2020-01-24T22:03:44Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-east-1:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "detail": { 
        "pipeline": "myPipeline", 
        "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd", 
        "state": "SUCCEEDED", 
        "version": 3 
    }
}

Processed event

{ 
    "account": "123456789012", 
    "detailType": "CodePipeline Pipeline Execution State Change", 
    "region": "us-east-1", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "time": "2021-06-30T22:13:51Z", 
    "notificationRuleArn": "arn:aws:codestar-notifications:us-
west-2:123456789012:notificationrule/a69c62c21EXAMPLE", 
    "detail": { 
        "pipeline": "myPipeline", 
        "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd", 
        "state": "SUCCEEDED", 
        "version": 1, 
        "pipeline-execution-attempt": 1 
    }, 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "additionalAttributes": {}
}

パイプライン失敗イベント
パイプライン実行が成功すると、以下の内容の通知が送信されます。この例は、"myPipeline" リージョ
ンの us-west-2 という名前のパイプラインです。

Emitted event

{ 
    "version": "0", 
    "id": "01234567-EXAMPLE", 
    "detail-type": "CodePipeline Pipeline Execution State Change", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2020-01-31T18:55:43Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "detail": { 
        "pipeline": "myPipeline", 
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        "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd", 
        "state": "FAILED", 
        "version": 4 
    }
}

Processed event

{ 
    "account": "123456789012", 
    "detailType": "CodePipeline Pipeline Execution State Change", 
    "region": "us-west-2", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "time": "2021-06-24T00:46:16Z", 
    "notificationRuleArn": "arn:aws:codestar-notifications:us-
west-2:123456789012:notificationrule/a69c62c21EXAMPLE", 
    "detail": { 
        "pipeline": "myPipeline", 
        "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd", 
        "state": "FAILED", 
        "version": 1, 
        "pipeline-execution-attempt": 1 
    }, 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "additionalAttributes": { 
        "failedActionCount": 1, 
        "failedActions": [ 
            { 
                "action": "Deploy", 
                "additionalInformation": "Deployment <ID> failed" 
            } 
        ], 
        "failedStage": "Deploy" 
    }

ステージレベルのイベント
ステージレベルのイベントは、ステージ実行の状態が変更されたときに発生します。

トピック
• ステージ開始イベント (p. 391)
• ステージ停止イベント (p. 392)
• ステージ停止イベント (p. 393)

ステージ開始イベント
ステージ実行が開始すると、以下の内容の通知が送信されます。この例は、"myPipeline" ステージの
us-east-1 リージョンの Prod という名前のパイプラインです。

Emitted event

{ 
    "version": "0", 
    "id": 01234567-EXAMPLE, 
    "detail-type": "CodePipeline Stage Execution State Change", 
    "source": "aws.codepipeline", 
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    "account": 123456789012, 
    "time": "2020-01-24T22:03:07Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-east-1:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "detail": { 
        "pipeline": "myPipeline", 
        "version": "1", 
        "execution-id": 12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd, 
        "stage": "Prod", 
        "state": "STARTED" 
    }
}

Processed event

{ 
    "account": "123456789012", 
    "detailType": "CodePipeline Stage Execution State Change", 
    "region": "us-east-1", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "time": "2021-06-24T00:45:40Z", 
    "notificationRuleArn": "arn:aws:codestar-notifications:us-
west-2:123456789012:notificationrule/a69c62c21EXAMPLE", 
    "detail": { 
        "pipeline": "myPipeline", 
        "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd", 
        "stage": "Source", 
        "state": "STARTED", 
        "version": 1, 
        "pipeline-execution-attempt": 0 
    }, 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-east-1:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "additionalAttributes": { 
        "sourceActions": [ 
            { 
                "sourceActionName": "Source", 
                "sourceActionProvider": "CodeCommit", 
                "sourceActionVariables": { 
                    "BranchName": "main", 
                    "CommitId": "<ID>", 
                    "RepositoryName": "my-repo" 
                } 
            } 
        ] 
    }
}

ステージ停止イベント
ステージ実行が停止すると、以下の内容の通知が送信されます。この例は、myPipeline ステージの us-
west-2 リージョンの Deploy という名前のパイプラインです。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "01234567-EXAMPLE", 
    "detail-type": "CodePipeline Stage Execution State Change", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "account": "123456789012", 
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    "time": "2020-01-24T22:02:20Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "detail": { 
        "pipeline": "myPipeline", 
        "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd", 
        "stage": "Deploy", 
        "state": "STOPPING", 
        "version": 3 
    }
}

ステージ停止イベント
ステージ実行が停止すると、以下の内容の通知が送信されます。この例は、myPipeline ステージの us-
west-2 リージョンの Deploy という名前のパイプラインです。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "01234567-EXAMPLE", 
    "detail-type": "CodePipeline Stage Execution State Change", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2020-01-31T18:21:39Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "detail": { 
        "pipeline": "myPipeline", 
        "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd", 
        "stage": "Deploy", 
        "state": "STOPPED", 
        "version": 3 
    }
}

アクションレベルのイベント
アクションレベルのイベントは、アクション実行の状態が変更されたときに発生します。

トピック
• アクション開始イベント (p. 393)
• アクション成功イベント (p. 395)
• アクション失敗イベント (p. 396)
• アクション放棄イベント (p. 398)

アクション開始イベント
アクション実行が開始すると、以下の内容の通知が送信されます。この例は、デプロイアクション
myPipeline の us-east-1 リージョンの myAction という名前のパイプラインです。

Emitted event

{ 
    "version": "0", 

API バージョン 2015-07-09
393



AWS CodePipeline ユーザーガイド
アクションレベルのイベント

    "id": 01234567-EXAMPLE, 
    "detail-type": "CodePipeline Action Execution State Change", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "account": 123456789012, 
    "time": "2020-01-24T22:03:07Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-east-1:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "detail": { 
        "pipeline": "myPipeline", 
        "execution-id": 12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd, 
        "stage": "Prod", 
        "action": "myAction", 
        "state": "STARTED", 
        "type": { 
            "owner": "AWS", 
            "category": "Deploy", 
            "provider": "CodeDeploy", 
            "version": 1 
        }, 
        "input-artifacts": [ 
            { 
                "name": "SourceArtifact", 
                "s3location": { 
                    "bucket": "codepipeline-us-east-1-BUCKETEXAMPLE", 
                    "key": "myPipeline/SourceArti/KEYEXAMPLE" 
                } 
            } 
        ] 
    }
}

Processed event

{ 
    "account": "123456789012", 
    "detailType": "CodePipeline Action Execution State Change", 
    "region": "us-west-2", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "time": "2021-06-24T00:45:44Z", 
    "notificationRuleArn": "arn:aws:codestar-notifications:us-
west-2:123456789012:notificationrule/a69c62c21EXAMPLE", 
    "detail": { 
        "pipeline": "myPipeline", 
        "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd", 
        "stage": "Deploy", 
        "action": "Deploy", 
        "input-artifacts": [ 
            { 
                "name": "SourceArtifact", 
                "s3location": { 
                    "bucket": "codepipeline-us-east-1-EXAMPLE", 
                    "key": "myPipeline/SourceArti/EXAMPLE" 
                } 
            } 
        ], 
        "state": "STARTED", 
        "region": "us-east-1", 
        "type": { 
            "owner": "AWS", 
            "provider": "CodeDeploy", 
            "category": "Deploy", 
            "version": "1" 
        }, 
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        "version": 1, 
        "pipeline-execution-attempt": 1 
    }, 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-east-1:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "additionalAttributes": {}
}

アクション成功イベント
アクション実行が成功すると、以下の内容の通知が送信されます。この例は、ソースアクション
"myPipeline" の us-west-2 リージョンの "Source" という名前のパイプラインです。このイベント
タイプには、2 つの異なる region フィールドがあります。イベント region フィールドは、パイプラ
インイベントのリージョンを指定します。region セクション下の detail フィールドは、アクションの
リージョンを指定します。

Emitted event

{ 
    "version": "0", 
    "id": "01234567-EXAMPLE", 
    "detail-type": "CodePipeline Action Execution State Change", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2020-01-24T22:03:11Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "detail": { 
        "pipeline": "myPipeline", 
        "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd", 
        "stage": "Source", 
        "execution-result": { 
            "external-execution-url": "https://us-west-2.console.aws.amazon.com/
codecommit/home#/repository/my-repo/commit/8cf40f2EXAMPLE", 
            "external-execution-summary": "Added LICENSE.txt", 
            "external-execution-id": "8cf40fEXAMPLE" 
        }, 
        "output-artifacts": [ 
            { 
                "name": "SourceArtifact", 
                "s3location": { 
                    "bucket": "codepipeline-us-west-2-BUCKETEXAMPLE", 
                    "key": "myPipeline/SourceArti/KEYEXAMPLE" 
                } 
            } 
        ], 
        "action": "Source", 
        "state": "SUCCEEDED", 
        "region": "us-west-2", 
        "type": { 
            "owner": "AWS", 
            "provider": "CodeCommit", 
            "category": "Source", 
            "version": "1" 
        }, 
        "version": 3 
    }
}
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Processed event

{ 
    "account": "123456789012", 
    "detailType": "CodePipeline Action Execution State Change", 
    "region": "us-west-2", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "time": "2021-06-24T00:45:44Z", 
    "notificationRuleArn": "arn:aws:codestar-notifications:us-
west-2:ACCOUNT:notificationrule/a69c62c21EXAMPLE", 
    "detail": { 
        "pipeline": "myPipeline", 
        "execution-id": "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline", 
        "stage": "Source", 
        "execution-result": { 
            "external-execution-url": "https://us-west-2.console.aws.amazon.com/
codecommit/home#/repository/my-repo/commit/8cf40f2EXAMPLE", 
            "external-execution-summary": "Edited index.html", 
            "external-execution-id": "36ab3ab7EXAMPLE" 
        }, 
        "output-artifacts": [ 
            { 
                "name": "SourceArtifact", 
                "s3location": { 
                    "bucket": "codepipeline-us-west-2-EXAMPLE", 
                    "key": "myPipeline/SourceArti/EXAMPLE" 
                } 
            } 
        ], 
        "action": "Source", 
        "state": "SUCCEEDED", 
        "region": "us-west-2", 
        "type": { 
            "owner": "AWS", 
            "provider": "CodeCommit", 
            "category": "Source", 
            "version": "1" 
        }, 
        "version": 1, 
        "pipeline-execution-attempt": 1 
    }, 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "additionalAttributes": {}
}

アクション失敗イベント
アクション実行が成功すると、以下の内容の通知が送信されます。この例は、"myPipeline" アクション
の us-west-2 リージョンの "Deploy" という名前のパイプラインです。

Emitted event

{ 
    "version": "0", 
    "id": "01234567-EXAMPLE", 
    "detail-type": "CodePipeline Action Execution State Change", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2020-01-31T18:55:43Z", 
    "region": "us-west-2", 
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    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "detail": { 
        "pipeline": "myPipeline", 
        "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd", 
        "stage": "Deploy", 
        "execution-result": { 
            "external-execution-url": "https://us-west-2.console.aws.amazon.com/
codedeploy/home?#/deployments/<ID>", 
            "external-execution-summary": "Deployment <ID> failed", 
            "external-execution-id": "<ID>", 
            "error-code": "JobFailed" 
        }, 
        "action": "Deploy", 
        "state": "FAILED", 
        "region": "us-west-2", 
        "type": { 
            "owner": "AWS", 
            "provider": "CodeDeploy", 
            "category": "Deploy", 
            "version": "1" 
        }, 
        "version": 4 
    }
}

Processed event

{ 
    "account": "123456789012", 
    "detailType": "CodePipeline Action Execution State Change", 
    "region": "us-west-2", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "time": "2021-06-24T00:46:16Z", 
    "notificationRuleArn": "arn:aws:codestar-notifications:us-
west-2:123456789012:notificationrule/a69c62c21EXAMPLE", 
    "detail": { 
        "pipeline": "myPipeline", 
        "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd", 
        "stage": "Deploy", 
        "execution-result": { 
            "external-execution-url": "https://console.aws.amazon.com/codedeploy/home?
region=us-west-2#/deployments/<ID>", 
            "external-execution-summary": "Deployment <ID> failed", 
            "external-execution-id": "<ID>", 
            "error-code": "JobFailed" 
        }, 
        "action": "Deploy", 
        "state": "FAILED", 
        "region": "us-west-2", 
        "type": { 
            "owner": "AWS", 
            "provider": "CodeDeploy", 
            "category": "Deploy", 
            "version": "1" 
        }, 
        "version": 13, 
        "pipeline-execution-attempt": 1 
    }, 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "additionalAttributes": { 
        "additionalInformation": "Deployment <ID> failed" 
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    }
}

アクション放棄イベント
アクション実行が放棄されると、以下の内容の通知が送信されます。この例は、"myPipeline" アクショ
ンの us-west-2 リージョンの "Deploy" という名前のパイプラインです。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "01234567-EXAMPLE", 
    "detail-type": "CodePipeline Action Execution State Change", 
    "source": "aws.codepipeline", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2020-01-31T18:21:39Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline" 
    ], 
    "detail": { 
        "pipeline": "myPipeline", 
        "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd", 
        "stage": "Deploy", 
        "action": "Deploy", 
        "state": "ABANDONED", 
        "region": "us-west-2", 
        "type": { 
            "owner": "AWS", 
            "provider": "CodeDeploy", 
            "category": "Deploy", 
            "version": "1" 
        }, 
        "version": 3 
    }
}

パイプラインイベントで通知を送信するルールを作成
する
ルールは特定のイベントを監視し、そのイベントを選択した AWS ターゲットにルーティングしま
す。AWS アクションが発生した時に自動的に AWS アクションを実行するルール、または設定されたスケ
ジュールで定期的に AWS アクションを実行するルールを作成できる。

トピック
• パイプラインの状態が変わる場合、通知を送信する (コンソール) (p. 398)
• パイプラインの状態が変わる場合、通知を送信する (CLI) (p. 400)

パイプラインの状態が変わる場合、通知を送信する (コンソール)
これらのステップでは、 CloudWatch コンソールを使用して、で変更の通知を送信するためのルールを作
成する方法を示します CodePipeline。

CloudWatch CodePipeline をイベントソースとしてイベントルールを作成するには

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の Events] を選択します。
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3. Create rule を選択します。[イベントソース] の [サービス名] ドロップダウンリストから、を選択しま
すCodePipeline。

4. [イベントタイプ] ドロップダウンリストで、通知する状態変更のレベルを選択します。

• パイプラインレベルのイベントに適用されるルールについては、「CodePipelineパイプライン実行
状態変更」を選択します。

• ステージレベルのイベントに適用されるルールについては、「CodePipelineステージ実行状態変
更」を選択します。

• アクションレベルのイベントに適用されるルールについては、「CodePipelineアクション実行状態
変更」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には、[Specific state(s)] を選択してから、リストから 

1 つ以上の値を選択します。
6. セレクタが許可するよりも詳細なイベントパターンには、[イベントパターンのプレビュー] ウィンド

ウの [編集] オプションを使用して、JSON 形式のイベントパターンを指定することもできます。

Note

指定されていない場合、イベントパターンは、すべてのパイプライン/ステージ/アクションの
状態に対して作成されます。

より詳細なイベントパターンについては、次のイベントパターンの例をコピーして [編集] ウィンドウ
に貼り付けることができます。

• Example

このイベントパターンのサンプルを使用して、すべてのパイプラインで失敗したデプロイとビルド
アクションをキャプチャします。

{
"source": [ 
    "aws.codepipeline" 
  ], 
  "detail-type": [ 
    "CodePipeline Action Execution State Change" 
  ], 
  "detail": { 
    "state": [ 
      "FAILED" 
    ], 
    "type": { 
      "category": ["Deploy", "Build"] 
    } 
  }
}

• Example

このイベントパターンのサンプルを使用して、すべてのパイプラインで、拒否された、または失敗
したすべての承認アクションをキャプチャします。

{ 
 "source": [ 
    "aws.codepipeline" 
  ], 
  "detail-type": [ 
    "CodePipeline Action Execution State Change" 

API バージョン 2015-07-09
399



AWS CodePipeline ユーザーガイド
パイプラインイベントで通知を送信するルールを作成する

  ], 
  "detail": { 
    "state": [ 
      "FAILED" 
    ], 
    "type": { 
      "category": ["Approval"] 
    } 
  }
}

• Example

このイベントパターンのサンプルを使用して、指定したパイプラインからすべてのイベントをキャ
プチャします。

{
"source": [ 
    "aws.codepipeline" 
  ], 
  "detail-type": [ 
    "CodePipeline Pipeline Execution State Change", 
    "CodePipeline Action Execution State Change", 
    "CodePipeline Stage Execution State Change" 
  ], 
  "detail": { 
    "pipeline": ["myPipeline", "my2ndPipeline"] 
  }
}

7. [Targets] エリアで、[Add target*] を選択します。
8. [Select target type] リストで、このルールの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

オプションを設定します。
9. [詳細の設定] を選択します。
10. [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。
11. [ルールの作成] を選択します。

パイプラインの状態が変わる場合、通知を送信する (CLI)
これらのステップでは、CLI を使用して、 CloudWatch で変更の通知を送信するためのイベントルールを
作成する方法を示します CodePipeline。

AWS CLI を使用してルールを作成するには、以下を指定して put-rule コマンドを呼び出します。

• 作成中のルールを一意に識別する名前。この名前は、 CodePipeline AWSアカウントに関連付けて作成
するすべてのパイプラインでユニークである必要があります。

• ルールで使用するソースと詳細フィールドのイベントパターン。詳細については、[Amazon 
CloudWatch Events および Event Patterns] を参照してください。

CloudWatch CodePipeline をイベントソースとしてイベントルールを作成するには

1. put-rule コマンドを呼び出して、イベントパターンを指定するルールを作成します。(有効な状態につ
いては前のテーブルを参照してください。)

--event-patternを使用して、"myPipeline」“MyPipelineStateChanges” CloudWatch という名前
のパイプラインでパイプライン実行に失敗したときにイベントを発生させるというルールを作成しま
す。
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aws events put-rule --name "MyPipelineStateChanges" --event-pattern "{\"source\":
[\"aws.codepipeline\"],\"detail-type\":[\"CodePipeline Pipeline Execution State Change
\"],\"detail\":{\"pipeline\":[\"myPipeline\"],\"state\":[\"FAILED\"]}}"

2. put-targets コマンドを呼び出し、次のパラメータを含めます:

• --rule パラメータは、put-rule を使用して作成した rule_name で使用されます。
• --targets パラメータは、ターゲットリストのリスト Id と Amazon SNS トピックの ARN で使用

されます。

次のサンプルコマンドでは、MyPipelineStateChanges と呼ばれるルールに対して指定し、ター
ゲット Id は 1 番で構成されています。これは、ルールのターゲットのリストが何であるかを示し、
この場合は ターゲット 1 です。このサンプルコマンドでは、Amazon SNS トピックの例 ARN も指定
されます。

aws events put-targets --rule MyPipelineStateChanges --targets Id=1,Arn=arn:aws:sns:us-
west-2:11111EXAMPLE:MyNotificationTopic

3. Amazon CloudWatch Events のアクセス許可を追加し、通知を呼び出す指定されたターゲットサービ
スを使用します。詳細については、「Amazon CloudWatch Events でのリソースベースのポリシーの
使用」を参照してください。

イベントのプレースホルダーバケットに関するリ
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。イベント検出リソースを使用するパイプラインを作成す
る方法については、「 ソースアクションと変更検出方法 (p. 161)」を参照してください。

Amazon S3 と CodeCommit が提供するソースアクションでは、イベントベースの変更検出リソースを使
用して、ソースバケットやリポジトリでの変更に応じてパイプラインをトリガーします。これらのリソー
スは、CodeCommit リポジトリのコード変更など、パイプラインソースのイベントに応答するように設定
された CloudWatch Events ルールです。Amazon S3 ソースで CloudWatch Events を使用する場合、イベ
ントをログに記録するには、CloudTrail をオンにする必要があります。CloudTrail には、ダイジェストの
送信先としての S3 バケットが必要です。CloudWatch Events リソースのログファイルには、カスタムバ
ケットからアクセスできます。ただし、プレースホルダーバケットのデータにはアクセスできません。

• CLI または AWS CloudFormation を使用して CloudWatch Events リソースをセットアップした場合は、
パイプラインの設定時に指定したバケットで CloudTrail ファイルを見つけることができます。

• コンソールで S3 ソースを使用してパイプラインをセットアップした場合、コンソールは CloudWatch 
Events リソースを作成するときにの CloudTrail プレースホルダーバケットを使用します。CloudTrail ダ
イジェストは、プレースホルダーバケットに格納されます。AWS リージョンパイプラインが作成される
場所。

プレースホルダーバケット以外のバケットを使用する場合は、設定を変更できます。

CloudTrail ログファイルの検索と管理の詳細については、CloudTrail ログファイルの取得と表示 を参照し
てください。

トピック
• イベントのプレースホルダーバケット名 (リージョン別) (p. 402)
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イベントのプレースホルダーバケット名 (リージョン
別)
次の表は、Amazon S3 ソースアクションでパイプラインの変更検出イベントを追跡するログファイルが含
まれている S3 プレースホルダーバケットの名前の一覧です。

リージョン名 プレースホルダーバケット名 リージョン識別子

米国東部 (オハイオ) codepipeline-cloudtrail-
placeholder-bucket-us-east-2

us-east-2

米国東部 (バージニア北部) codepipeline-cloudtrail-
placeholder-bucket-us-east-1

us-east-1

米国西部 (北カリフォルニア) codepipeline-cloudtrail-
placeholder-bucket-us-west-1

us-west-1

米国西部 (オレゴン) codepipeline-cloudtrail-
placeholder-bucket-us-west-2

us-west-2

カナダ (中部) codepipeline-cloudtrail-
placeholder-bucket-ca-central-1

ca-central-1

欧州 (フランクフルト) codepipeline-cloudtrail-
placeholder-bucket-eu-central-1

eu-central-1

欧州 (アイルランド) codepipeline-cloudtrail-
placeholder-bucket-eu-west-1

eu-west-1

欧州 (ロンドン) codepipeline-cloudtrail-
placeholder-bucket-eu-west-2

eu-west-2

欧州 (パリ) codepipeline-cloudtrail-
placeholder-bucket-eu-west-3

eu-west-3

欧州 (ストックホルム) codepipeline-cloudtrail-
placeholder-bucket-eu-north-1

eu-north-1

アジアパシフィック (東京) codepipeline-cloudtrail-
placeholder-bucket-ap-
northeast-1

ap-northeast-1

アジアパシフィック (ソウル) codepipeline-cloudtrail-
placeholder-bucket-ap-
northeast-2

ap-northeast-2

アジアパシフィック (シンガポー
ル)

codepipeline-cloudtrail-
placeholder-bucket-ap-
southeast-1

ap-southeast-1

アジアパシフィック (シドニー) codepipeline-cloudtrail-
placeholder-bucket-ap-
southeast-2

ap-southeast-2

アジアパシフィック (ムンバイ) codepipeline-cloudtrail-
placeholder-bucket-ap-south-1

ap-south-1
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リージョン名 プレースホルダーバケット名 リージョン識別子

南米 (サンパウロ) codepipeline-cloudtrail-
placeholder-bucket-sa-east-1

sa-east-1

による CodePipeline API 呼び出しのロギングAWS 
CloudTrail

AWS CodePipelineは、ユーザーAWS CloudTrail、ロール、またはに対してどのようなリクエストが行わ
れたかを記録するサービスであるAWS のサービスと統合されています CodePipeline。 CloudTrail のす
べての API CodePipeline コールをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされた呼び出しには、 
CodePipeline コンソールからの呼び出しと、 CodePipeline API オペレーションへのコード呼び出しが含ま
れます。証跡を作成すると、 CloudTrail のイベントなど、Amazon S3 バケットへの継続的な配信が可能に
なります CodePipeline。証跡を設定しない場合でも、 CloudTrail コンソールのイベント履歴で最新のイベ
ントを表示できます。によって収集された情報を使用して CloudTrail、リクエストの作成元の IP アドレス 
CodePipeline、リクエストの実行者、リクエストの実行日時などの詳細を調べて、に対してどのようなリ
クエストが行われたかを判断できます。

詳細については CloudTrail、『AWS CloudTrailユーザーガイド』を参照してください。

CodePipeline 内の情報 CloudTrail
CloudTrail は、AWSアカウント作成時にアカウントで有効になります。によってアクティビティが発生す
ると CodePipeline、そのアクティビティは [ CloudTrail イベント履歴]AWS のサービス の他のイベントと
ともにイベントに記録されます。AWS アカウントで最近のイベントを表示、検索、ダウンロードできま
す。詳細については、「 CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示」を参照してください。

のイベントなど、AWSアカウントのイベントの継続的な記録については CodePipeline、証跡を作成しま
す。証跡により CloudTrail 、ログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルトでは、コ
ンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべての AWS リージョンに適用されます。追跡は、AWSパー
ティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットにログ
ファイルを配信します。さらに、 CloudTrail より詳細な分析とログで収集されたデータに基づいた行動の
ために他のAWS のサービスを設定できます。詳細については、次を参照してください。

• 追跡を作成するための概要
• CloudTrail サポート対象のサービスとインテグレーション
• の Amazon SNS 通知の設定 CloudTrail
• CloudTrail  CloudTrail ログファイルエントリおよび複数のアカウントからのログファイルエントリ

CodePipeline CloudTrail すべてのアクションはログに記録され、CodePipeline API リファレンスに記載
されています。たとえば、、GetPipelineExecutionUpdatePipelineおよびアクションを呼び出す
とCreatePipeline、 CloudTrail ログファイルにエントリが生成されます。

各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。同一性情報は次の
判断に役立ちます。

• リクエストが、ルートと AWS Identity and Access Management (IAM) 認証情報のどちらを使用して送信
されたか

• リクエストが、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらの一時的なセキュリティ認証情報を使用
して送信されたか.

• リクエストが、別の AWS のサービス によって送信されたかどうか。

API バージョン 2015-07-09
403

https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/view-cloudtrail-events.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-create-and-update-a-trail.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-aws-service-specific-topics.html#cloudtrail-aws-service-specific-topics-integrations
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/getting_notifications_top_level.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-receive-logs-from-multiple-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/receive-cloudtrail-log-files-from-multiple-regions.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/APIReference
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/APIReference


AWS CodePipeline ユーザーガイド
CodePipeline ログファイルエントリ

詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。

CodePipeline ログファイルエントリ
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できるようにする設定で
す。 CloudTrail ログファイルには、1 つ以上のログファイルエントリがあります。イベントは、任意の
ソースからの単一の要求を表し、要求されたアクション、アクションの日時、要求パラメーターなどに関
する情報が含まれます。 CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタックト
レースではないため、特定の順序では表示されません。

次の例は、 CloudTrail パイプライン更新イベントのログエントリを示しています。このイベントで
は、 MyFirstPipeline という名前のパイプラインが、アカウント ID 80398EXAMPLE JaneDoe という
名前のユーザーによって編集されています。CodePipelineユーザーは、パイプラインのソースステー
ジ名を Source から MySourceStage に変更しました。 CloudTrail ログの requestParameters と
responseElements のいずれにも、編集後のパイプラインの構造全体が含まれているため、これらの要
素は、以下の例で省略されています。強調 が、変更されたパイプラインの requestParameters 部分、
以前のバージョン番号のパイプライン、responseElements 部分に追加されています。これは、バー
ジョン番号が 1 ずつインクリメントすることを意味します。実際のログエントリでより多くのデータが表
示された場合、編集した部分は省略記号 (...) でマークされます。

{ 
 "eventVersion":"1.03", 
  "userIdentity": { 
   "type":"IAMUser", 
   "principalId":"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
   "arn":"arn:aws:iam::80398EXAMPLE:user/JaneDoe-CodePipeline", 
   "accountId":"80398EXAMPLE", 
   "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
   "userName":"JaneDoe-CodePipeline", 
   "sessionContext": { 
   "attributes":{ 
    "mfaAuthenticated":"false", 
    "creationDate":"2015-06-17T14:44:03Z" 
    } 
   }, 
 "invokedBy":"signin.amazonaws.com"}, 
 "eventTime":"2015-06-17T19:12:20Z", 
 "eventSource":"codepipeline.amazonaws.com", 
 "eventName":"UpdatePipeline", 
 "awsRegion":"us-east-2", 
 "sourceIPAddress":"192.0.2.64", 
 "userAgent":"signin.amazonaws.com", 
 "requestParameters":{ 
   "pipeline":{ 
    "version":1, 
   "roleArn":"arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodePipeline_Service_Role", 
   "name":"MyFirstPipeline", 
   "stages":[ 
     { 
     "actions":[ 
      { 
           "name":"MySourceStage", 
        "actionType":{ 
        "owner":"AWS", 
        "version":"1", 
        "category":"Source", 
        "provider":"S3" 
     }, 
    "inputArtifacts":[], 
    "outputArtifacts":[ 
     {"name":"MyApp"} 
     ], 
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    "runOrder":1, 
    "configuration":{ 
     "S3Bucket":"awscodepipeline-demobucket-example-date", 
     "S3ObjectKey":"sampleapp_linux.zip" 
      } 
      } 
     ], 
        "name":"Source"
     }, 
     (...) 
               }, 
 "responseElements":{ 
   "pipeline":{ 
      "version":2, 
     (...) 
           }, 
     "requestID":"2c4af5c9-7ce8-EXAMPLE", 
     "eventID":""c53dbd42-This-Is-An-Example"", 
     "eventType":"AwsApiCall", 
     "recipientAccountId":"80398EXAMPLE" 
     } 
      ]
}
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トラブルシューティング 
CodePipeline

以下の情報は、AWS CodePipeline での一般的な問題のトラブルシューティングに役立ちます。

トピック
• パイプラインのエラー: AWS Elastic Beanstalk で設定されたパイプラインは次のようなエラーメッ

セージを返します。「デプロイに失敗しました。指定されたロールには十分な権限がありません:サー
ビス:AmazonElasticLoadBalancing」 (p. 407)

• デプロイエラー:AWS Elastic Beanstalkデプロイアクションで構成されたパイプライン
は、"DescribeEvents" 権限がないと失敗するのではなくハングします (p. 407)

• パイプラインのエラー:ソースアクションは次のようなアクセス許可の不足メッセージを返します。
「 CodeCommit リポジトリにアクセスできませんでしたrepository-name。」 リポジトリにアクセス
するための十分な権限がパイプラインの IAM ロールにあることを確認してください。」 (p. 408)

• パイプラインのエラー: Jenkins のビルドまたはテストアクションが長期間実行された後、認証情報や
アクセス許可の不足のため失敗します。 (p. 408)

• パイプラインエラー:AWSあるリージョンで作成されたパイプラインが、AWS別のリージョンで作
成されたバケットを使用して作成された場合、コード "InternalError" を含む "JobFailed" が返されま
す (p. 409)

• デプロイのエラー: WAR ファイルを含む ZIP ファイルは AWS Elastic Beanstalk に正常にデプロイさ
れますが、アプリケーションの URL に 404 not found エラーが報告されます (p. 407)

• パイプラインのアーティファクトフォルダ名が切り詰められているように見えます (p. 409)
• Bitbucket GitHub、 CodeBuild GitClone GitHub またはエンタープライズサーバーへの接続権限の追

加 (p. 410)
• CodeBuild GitClone CodeCommitソースアクションの権限を追加 (p. 411)
• パイプラインエラー: CodeDeployToECS アクションを含むデプロイでは、「次の場所からタスク定義

アーティファクトファイルを読み取ろうとしたときに例外が発生しました<source artifact name>」と
いうエラーメッセージが返されます。 (p. 412)

• GitHub バージョン 1 のソースアクション:リポジトリリストに異なるリポジトリが表示されま
す。 (p. 412)

• GitHub バージョン 2 のソースアクション:リポジトリの接続を完了できません。 (p. 412)
• Amazon S3 エラー: CodePipeline サービスロールにより<ARN>、S3 バケットの S3 アクセスが拒否さ

れました。<BucketName > (p. 413)
• Amazon S3、Amazon ECR、 CodeCommitまたはソースを含むパイプラインが自動的に起動しなく

なった (p. 415)
• 接続時の接続エラー GitHub:「問題が発生しました。ブラウザで Cookie が有効になっていることを確

認してください」または「 GitHub 組織の所有者がアプリケーションをインストールする必要がありま
す」 (p. 416)

• 別の問題があるため問い合わせ先を教えてください。 (p. 416)
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パイプラインのエラー: AWS Elastic Beanstalk 

で設定されたパイプラインは次のようなエラー
メッセージを返します。「デプロイに失敗しま
した。指定されたロールには十分な権限があり
ません:サービス:AmazonElasticLoadBalancing」パイプラインのエラー: AWS Elastic Beanstalk で設

定されたパイプラインは次のようなエラーメッセー
ジを返します。「デプロイに失敗しました。指定
されたロールには十分な権限がありません:サービ
ス:AmazonElasticLoadBalancing」

問題:のサービスロールには、 CodePipeline に対する十分なアクセス権限がありません。ただしAWS 
Elastic Beanstalk、Elastic Load Balancing の一部の操作を含みますが、これに限定されません。この問題
に対処するために、のサービスロールが 2015 年 8 月 6 CodePipeline 日に更新されました。この日付より
前にサービスロールを作成したお客様は、サービスロールのポリシーステートメントを変更して必要なア
クセス権限を追加する必要があります。

解決方法: 最も簡単な解決方法は、「CodePipeline サービスロールにアクセス許可を追加する (p. 459)」
で記載されているようにサービスロールに対するポリシーステートメントを編集することです。

編集済みのポリシーを適用したら、パイプラインを手動で開始する (p. 205) のステップに従って Elastic 
Beanstalk を使用するパイプラインを手動で再実行します。

セキュリティのニーズに応じて、他の方法でアクセス権限を変更することもできます。

デプロイエラー:AWS Elastic Beanstalkデプ
ロイアクションで構成されたパイプライン
は、"DescribeEvents" 権限がないと失敗するのでは
なくハングします

問題:のサービスロールには、 CodePipeline "elasticbeanstalk:DescribeEvents"を使用するすべて
のパイプラインのアクションが含まれている必要がありますAWS Elastic Beanstalk。このアクセス権限が
ないと、AWS Elastic Beanstalk のデプロイアクションは失敗やエラーになることなく中止します。このア
クションがサービスロールに欠落している場合、ユーザーに代わって CodePipeline のパイプラインデプロ
イステージを実行するアクセス権限がありません。AWS Elastic Beanstalk

考えられる解決策: CodePipeline サービスロールを確認してくださ
い。"elasticbeanstalk:DescribeEvents" アクションが欠落している場合は、「CodePipeline サー
ビスロールにアクセス許可を追加する (p. 459)」の手順に従い、IAM コンソールで [ポリシーの編集] 機
能を使用してこのアクションを追加します。

編集済みのポリシーを適用したら、パイプラインを手動で開始する (p. 205) のステップに従って Elastic 
Beanstalk を使用するパイプラインを手動で再実行します。
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パイプラインのエラー:ソースアクションは次の
ようなアクセス許可の不足メッセージを返しま
す。「 CodeCommit リポジトリにアクセスでき

ませんでしたrepository-name。」 リポジトリ
にアクセスするための十分な権限がパイプライン
の IAM ロールにあることを確認してください。」

パイプラインのエラー:ソースアクションは次のよ
うなアクセス許可の不足メッセージを返します。
「 CodeCommit リポジトリにアクセスできません
でしたrepository-name。」 リポジトリにアク
セスするための十分な権限がパイプラインの IAM 
ロールにあることを確認してください。」

問題:のサービスロールには、 CodePipeline 十分な権限がなく、2016 年 4 月 18 CodeCommit 日にリポジ
トリを使用するためのサポートが追加される前に作成された可能性があります。 CodeCommit この日付よ
り前にサービスロールを作成したお客様は、サービスロールのポリシーステートメントを変更して必要な
アクセス権限を追加する必要があります。

解決方法: CodeCommit CodePipeline 必要な権限をサービスロールのポリシーに追加します。詳細につい
ては、「CodePipeline サービスロールにアクセス許可を追加する (p. 459)」を参照してください。

パイプラインのエラー: Jenkins のビルドまたはテ
ストアクションが長期間実行された後、認証情報や
アクセス許可の不足のため失敗します。

問題:Jenkins サーバーが Amazon EC2 インスタンスにインストールされている場合、インスタ
ンスは、に必要なアクセス許可を持つインスタンスロールで作成されていない可能性があります 
CodePipeline。Jakins サーバー、オンプレミスインスタンス、または必要な IAM ロールなしで作成され
た Amazon EC2 インスタンスで IAM ユーザーを使用している場合、IAM ユーザーには必要な権限がない
か、Jenkins サーバーがサーバー上に設定されたプロファイルを介してこれらの認証情報にアクセスでき
ません。

修正案: Amazon EC2 インスタンスロールまたは IAM ユーザー
が、AWSCodePipelineCustomActionAccess 管理されたポリシーまたは同等の権限で設定されている
ことを確認します。詳細については、「CodePipeline の AWS マネージドポリシー (p. 439)」を参照して
ください。

IAM ユーザーを使用している場合は、インスタンスで設定された AWS プロファイルが正しい権限で設定
された IAM ユーザーを使用していることを確認してください。Jenkins 間の統合のために設定した IAM 
ユーザー認証情報を Jenkins UI CodePipeline に直接提供する必要があります。これは推奨されるベストプ
ラクティスではありません。その必要がある場合は、Jenkins サーバーが保護されており、HTTP ではなく 
HTTPS を使用していることを確認してください。
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パイプラインエラー:AWSあるリージョンで作成さ
れたパイプラインが、AWS別のリージョンで作成
されたバケットを使用して作成された場合、コー
ド "InternalError" を含む "JobFailed" が返されますパイプラインエラー:AWSあるリージョンで作成さ

れたパイプラインが、AWS別のリージョンで作成
されたバケットを使用して作成された場合、コード 
"InternalError" を含む "JobFailed" が返されます

問題: パイプラインとバケットが異なる AWS リージョンに作成されていると、Amazon S3 バケットに保
存されたアーティファクトのダウンロードは失敗します。

解決方法: アーティファクトが保存されている Amazon S3 バケットが、作成したパイプラインと同じ 
AWS リージョンにあることを確認します。

デプロイのエラー: WAR ファイルを含む ZIP ファ
イルは AWS Elastic Beanstalk に正常にデプロイ
されますが、アプリケーションの URL に 404 not 
found エラーが報告されます

問題: WAR ファイルは AWS Elastic Beanstalk 環境に正常にデプロイされますが、アプリケーションの 
URL は 404 Not Found エラーを返します。

解決方法: AWS Elastic Beanstalk は ZIP ファイルを展開できますが、ZIP ファイルに含まれている WAR 
ファイルは展開できません。buildspec.yml ファイルに WAR ファイルを指定する代わりに、デプロイ
するコンテンツを含むフォルダを指定します。例:

version: 0.2

phases: 
  post_build: 
    commands: 
      - mvn package 
      - mv target/my-web-app ./
artifacts: 
  files: 
    - my-web-app/**/* 
 discard-paths: yes

例については、「AWS Elastic Beanstalkサンプル」を参照してください CodeBuild。

パイプラインのアーティファクトフォルダ名が切り
詰められているように見えます

問題:パイプラインのアーティファクト名をで表示すると CodePipeline、名前が切り詰められているように
見えます。これにより、複数の名前が同じように表示されたり、パイプライン名全体の表示が失われたり
したように見えます。

説明: CodePipeline CodePipeline ジョブワーカーの一時的な認証情報を生成するときに、Amazon S3 のフ
ルパスがポリシーサイズの上限を超えないようにします。
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AWS CodePipeline ユーザーガイド
Bitbucket GitHub、 CodeBuild GitClone GitHub ま
たはエンタープライズサーバーへの接続権限の追加

アーティファクト名が切り詰められたように見えても、 CodePipeline 名前が切り詰められたアーティファ
クトバケットにマッピングされることにより、名前が切り詰められたアーティファクトバケットにマッピ
ングします。パイプラインは正常に動作します。これは、フォルダやアーティファクトでは問題となりま
せん。パイプライン名には 100 文字の制限があります。アーティファクトフォルダ名は、短縮されたよう
に見えても、パイプラインに対して依然として一意です。

Bitbucket GitHub、 CodeBuild GitClone GitHub ま
たはエンタープライズサーバーへの接続権限の追加

ソースアクションとアクションで AWS CodeStar 接続を使用する場合、入力アーティファクトをビルドに
渡す方法は 2 つあります。 CodeBuild

• デフォルト: ソースアクションは、 CodeBuild がダウンロードするコードを含む zip ファイルを生成しま
す。

• Git クローン: ソースコードは、直接ビルド環境にダウンロードできます。

Git クローンモードでは、作業中の Git リポジトリとしてソースコードを操作することができます。この
モードを使用するには、 CodeBuild 接続を使用するためのアクセス許可を環境に付与する必要がありま
す。

CodeBuild サービスロールポリシーにアクセス許可を追加するには、 CodeBuild サービスロールにアタッ
チするカスタマーマネージドポリシーを作成します。次の手順では、UseConnection のアクセス許可
が action フィールドに指定され、接続 ARN が Resource フィールドに指定されたポリシーを作成しま
す。

UseConnection コンソールを使用してアクセス権限を追加するには

1. パイプラインの接続 ARN を確認するには、パイプラインを開き、ソースアクションの (i) のアイコン
をクリックします。接続 ARN に接続 CodeBuild ARN を追加します。

接続 ARN の例は次のとおりです。

arn:aws:codestar-connections:eu-central-1:123456789123:connection/
sample-1908-4932-9ecc-2ddacee15095

2. CodeBuild サービスロールを見つけるには、パイプラインで使用されているビルドプロジェクトを開
き、ビルドの詳細タブに移動します。

3. [サービスロール] リンクを選択します。これにより IAM コンソールが開き、接続へのアクセスを許可
する新しいポリシーを追加できます。

4. IAM コンソールで [ポリシーのアタッチ] を選択し、[ポリシーの作成] を選択します。

次のサンプルポリシーテンプレートを使用します。次の例に示すように、Resource フィールドに接
続 ARN を追加します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "codestar-connections:UseConnection", 
            "Resource": "insert connection ARN here" 
        } 
    ]
}
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CodeBuild GitClone CodeCommit

ソースアクションの権限を追加

[JSON] タブで、ポリシーを貼り付けます。
5. [Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。ポリシーの名前 (例: connection-permissions) 

を入力し、[ポリシーの作成] を選択します。
6. アクセス許可を添付したページに戻り、ポリシーリストを更新して、作成したポリシーを選択しま

す。[ポリシーのアタッチ] を選択します。

CodeBuild GitClone CodeCommitソースアクション
の権限を追加

CodeCommit パイプラインにソースアクションがある場合、入力アーティファクトをビルドに渡す方法は 
2 つあります。

• デフォルト:ソースアクションは、 CodeBuild ダウンロードするコードを含む zip ファイルを生成しま
す。

• フルクローン: ソースコードは、直接ビルド環境にダウンロードできます。

フルクローン オプションでは、作業中の Git リポジトリとしてソースコードを操作することができま
す。このモードを使用するには、 CodeBuildリポジトリからプルするアクセス権限を追加する必要があ
ります。

CodeBuild サービスロールポリシーにアクセス許可を追加するには、 CodeBuild サービスロールにアタッ
チするカスタマーマネージドポリシーを作成します。次の手順では、codecommit:GitPull アクセス権
限を action フィールドで指定するポリシーを作成します。

GitPull コンソールを使用してアクセス権限を追加するには

1. CodeBuild サービスロールを見つけるには、パイプラインで使用されているビルドプロジェクトを開
き、ビルドの詳細タブに移動します。

2. [サービスロール] リンクを選択します。これにより IAM コンソールが開き、リポジトリへのアクセス
を許可する新しいポリシーを追加できます。

3. IAM コンソールで [ポリシーのアタッチ] を選択し、[ポリシーの作成] を選択します。
4. [JSON] タブに、以下のサンプルポリシーを貼り付けます。

{ 
    "Action": [ 
        "codecommit:GitPull" 
    ], 
    "Resource": "*", 
    "Effect": "Allow"
},
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パイプラインエラー: CodeDeployToECS アク
ションを含むデプロイでは、「次の場所からタ

スク定義アーティファクトファイルを読み取ろう
としたときに例外が発生しました<source artifact 
name>」というエラーメッセージが返されます。

5. [Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。ポリシーの名前 (例: codecommit-gitpull) を入力
し、[ポリシーの作成] を選択します。

6. アクセス許可を添付したページに戻り、ポリシーリストを更新して、作成したポリシーを選択しま
す。[ポリシーのアタッチ] を選択します。

パイプラインエラー: CodeDeployToECS アクショ
ンを含むデプロイでは、「次の場所からタスク定義
アーティファクトファイルを読み取ろうとしたとき
に例外が発生しました<source artifact name>」と
いうエラーメッセージが返されます。

問題:

タスク定義ファイルは、 CodeDeploy (アクション) を通じて Amazon ECS CodePipeline にデプロイアク
ションを行うために必要なアーティファクトです。CodeDeployToECSCodeDeployToECSデプロイアク
ションの最大アーティファクト ZIP サイズは 3 MB です。ファイルが見つからないか、アーティファクト
のサイズが 3 MB を超えると、次のエラーメッセージが返されます。

<source artifact name> からタスク定義アーティファクトファイルを読み取ろうとしたときに例外が発生し
ました

解決方法:タスク定義ファイルがアーティファクトとして含まれていることを確認してください。ファイル
がすでに存在する場合は、圧縮サイズが 3 MB 未満であることを確認してください。

GitHub バージョン 1 のソースアクション:リポジト
リリストに異なるリポジトリが表示されます。

問題:

GitHub CodePipeline コンソールでバージョン 1 アクションの認証が成功したら、 GitHub リポジトリのリ
ストから選択できます。リストに表示されるはずのリポジトリが含まれていない場合は、認可に使用した
アカウントをトラブルシューティングできます。

解決方法: CodePipeline コンソールで提供されるリポジトリのリストは、 GitHub 承認されたアカウントが
属する組織に基づいています。認証に使用しているアカウントが、 GitHub GitHub リポジトリが作成され
た組織に関連付けられているアカウントであることを確認します。

GitHub バージョン 2 のソースアクション:リポジト
リの接続を完了できません。

問題:

GitHub リポジトリへの接続はConnector for Connector forAWS Connector for Connector for Connector for 
Connector for Connector for Connector for GitHub Connector for Connector for Connector for Connector for 
Connector for
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Amazon S3 エラー: CodePipeline サービス
ロールにより<ARN>、S3 バケットの S3 ア
クセスが拒否されました。<BucketName >

考えられる解決方法: GitHub リポジトリの権限レベルについては、https://docs.github.com/en/free-
pro-team @latest /github/setting-up-and-managing-organizations-and-teams/permission-levels-for-an-
organization を参照してください。

Amazon S3 エラー: CodePipeline サービスロール
により<ARN>、S3 バケットの S3 アクセスが拒否
されました。<BucketName >

問題:

進行中、 CodeCommit アクションは、 CodePipeline パイプラインアーティファクトバケットが
存在することをチェックします。アクションにチェックするアクセス許可がない場合は、Amazon 
S3AccessDenied でエラーが発生し、次のエラーメッセージが表示されます CodePipeline。

CodePipeline ########arn::: AccountID: role/service-role/ RoleID ####S3 ##### S3 
###############BucketName

CloudTrail AccessDeniedアクションのログにもエラーが記録されます。

解決方法: 次の作業を行います。

• CodePipeline サービスロールにアタッチされたポリシーについて、s3:ListBucketポリシー内のアク
ションのリストにアタッチしてください。サービスロールポリシーを表示する手順については、「パイ
プラインの ARN とサービスロール ARN (コンソール) を表示します。 (p. 236)」を参照してください。
サービスロールのポリシーステートメントを編集するには「CodePipeline サービスロールにアクセス許
可を追加する (p. 459)」を参照してください。

• パイプラインの Amazon S3 アーティファクトバケットにアタッチされたリソースベースのポリシー、
通称アーティファクトバケットポリシー、s3:ListBucket CodePipeline そのアクセス許可をサービス
ロールが使用できるようステートメントを追加します。

アーティファクトバケットにポリシーを追加するには

1. パイプラインの ARN とサービスロール ARN (コンソール) を表示します。 (p. 236) の手順を行い、
パイプラインの [設定] ページでアーティファクトバケットを選択し、Amazon S3 コンソールに表示
させます。

2. [Permissions (アクセス許可)] を選択します。
3. [Bucket policy (バケットポリシー)] で [編集] を選択します。
4. [ポリシー] テキストフィールドで、新しいバケットポリシーを入力するか、次の例に示すように既

存のポリシーを編集します。バケットポリシーは JSON ファイルであるため、有効な JSON を入力
する必要があります。

次の例は、サービスロールのロール ID の例が AROAEXAMPLEID であるアーティファクトバケット
のバケットポリシーステートメントを示しています。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": "*", 
    "Action": "s3:ListBucket", 
    "Resource": "arn:aws:s3:::BucketName", 
    "Condition": { 
        "StringLike": { 
            "aws:userid": "AROAEXAMPLEID:*" 
        } 
    }
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AWS CodePipeline ユーザーガイド
Amazon S3 エラー: CodePipeline サービス
ロールにより<ARN>、S3 バケットの S3 ア
クセスが拒否されました。<BucketName >

}

次の例は、アクセス許可が追加された後の同じバケットポリシーステートメントを示しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "SSEAndSSLPolicy", 
    "Statement": [ 
         { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": "*", 
            "Action": "s3:ListBucket", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "aws:userid": "AROAEXAMPLEID:*" 
                } 
            } 
        },
        { 
            "Sid": "DenyUnEncryptedObjectUploads", 
            "Effect": "Deny", 
            "Principal": "*", 
            "Action": "s3:PutObject", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890/*", 
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": { 
                    "s3:x-amz-server-side-encryption": "aws:kms" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyInsecureConnections", 
            "Effect": "Deny", 
            "Principal": "*", 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890/*", 
            "Condition": { 
                "Bool": { 
                    "aws:SecureTransport": false 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

詳細については、http://aws.amazon.com/blogs/security/writing-iam-policies-how-to-grant-access-to-
an-amazon-s3-bucket/のステップ を参照してください。

5. [Save] (保存) を選択します。

編集済みのポリシーを適用したら、パイプラインを手動で開始する (p. 205) のステップに従ってパイプラ
インを手動で再実行します。
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AWS CodePipeline ユーザーガイド
Amazon S3、Amazon ECR、 CodeCommitまたはソー

スを含むパイプラインが自動的に起動しなくなった

Amazon S3、Amazon ECR、 CodeCommitまたは
ソースを含むパイプラインが自動的に起動しなく
なった

問題:

変更検出にイベントルール (EventBridge CloudWatch またはイベント) を使用するアクションの構成設定
を変更した後に、ソーストリガー識別子が類似していて最初の文字が同じ変更をコンソールが検出しない
場合があります。新しいイベントルールはコンソールによって作成されないため、パイプラインは自動的
に起動されなくなります。

のパラメータ名の末尾を少し変更する例としては、 CodeCommit MyTestBranch-1ブランチ名をに変更
することが挙げられますMyTestBranch-2。 CodeCommit ブランチ名の末尾に変更があるため、ソース
アクションのイベントルールが新しいソース設定のルールを更新、または作成しない場合があります。

これは、次のように変更検出に CWE イベントを使用するソースアクションに適用されます。

ソースアクション パラメータおよびトリガー識別子 (コンソール)

Amazon ECR リポジトリ名

イメージタグ

Amazon S3 バケット

S3 オブジェクトキー

CodeCommit リポジトリ名

ブランチ名

解決方法:

以下のいずれかを実行します。

• パラメータ値の開始部分が変更されるように、 CodeCommit /S3 および ECR 構成設定を変更します。

例: ブランチ名を release-branch から 2nd-release-branch に変更します。release-branch-2
など、名前の末尾の変更は避けてください。

• 各パイプラインの CodeCommit /S3 および ECR 構成設定を変更します。

例: ブランチ名を myRepo/myBranch から myDeployRepo/myDeployBranch に変更しま
す。myRepo/myBranch2 など、名前の末尾の変更は避けてください。

• コンソールの代わりに CLIAWS CloudFormation またはを使用して、変更検出イベントルールを作成お
よび更新してください。S3 ソースアクションのイベントルールを作成する手順については、「」を参照
してくださいAmazon S3CloudWatch ソースアクションとEvents (p. 168)。Amazon ECR アクションの
イベントルールを作成する手順については、「」を参照してください Amazon ECR ソースアクションと
CloudWatch Events (p. 162)。 CodeCommit アクションのイベントルールを作成する手順については、
「」を参照してください CodeCommitCloudWatchソースアクションとイベント (p. 186)。

コンソールでアクション設定を 編集した後、コンソールによって作成された更新された変更検出リソース
を 容認します。
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AWS CodePipeline ユーザーガイド
接続時の接続エラー GitHub:「問題が発生しました。
ブラウザで Cookie が有効になっていることを確認

してください」または「 GitHub 組織の所有者がアプ
リケーションをインストールする必要があります」接続時の接続エラー GitHub:「問題が発生しまし

た。ブラウザで Cookie が有効になっていることを
確認してください」または「 GitHub 組織の所有者
がアプリケーションをインストールする必要があり
ます」

問題:

GitHub でソースアクションの接続を作成するには CodePipeline、 GitHub組織の所有者である必要があり
ます。組織のリポジトリではない場合、ユーザーがリポジトリの所有者である必要があります。接続の作
成者が組織の所有者以外である場合、組織の所有者へのリクエストが作成され、次のエラーのいずれかが
表示されます。

問題が発生しました。ブラウザで Cookie が有効になっていることを確認してください

または

GitHub 組織の所有者はアプリケーションをインストールする必要があります

解決方法:組織のリポジトリについては、 GitHub GitHub 組織の所有者がリポジトリへの接続を作成する必
要があります。組織のリポジトリでない場合、ユーザーがリポジトリの所有者である必要があります。

別の問題があるため問い合わせ先を教えてくださ
い。

これらの他のリソースを試してください。

• AWS Support にお問い合わせください。
• 「CodePipeline フォーラム」で質問してください。
• クォータの引き上げをリクエストする。詳細については、「のクォータAWSCodePipeline (p. 586)」

を参照してください。

Note

クォータの引き上げリクエストの処理には、最大 2 週間かかる場合があります。
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AWS CodePipeline 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、お客様が使用するサービスを安全に提供します。AWS 
コンプライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効
性をテストおよび検証しています。に適用されるコンプライアンスプログラムの詳細についてはAWS 
CodePipeline、「AWS のサービスコンプライアンスプログラム対象範囲内」をご参照ください。

• クラウド内のセキュリティ — お客様の責任は、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、CodePipeline を使用して責任共有モデルを適用する方法を理解するのに役立ちま
す。次のトピックでは、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 CodePipeline を設
定する方法を示します。また、CodePipeline リソースのモニタリングや保護に役立つ、他の AWS 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 CodePipeline でのデータ保護 (p. 417)
• AWS CodePipeline のためのアイデンティティおよびアクセス管理  (p. 421)
• CodePipelineでのログ記録とモニタリング (p. 465)
• AWS CodePipeline のコンプライアンス検証 (p. 466)
• AWS CodePipeline での耐障害性 (p. 466)
• AWS CodePipeline 内のインフラストラクチャセキュリティ (p. 467)
• セキュリティベストプラクティス (p. 467)

AWS CodePipeline でのデータ保護
AWS責任共有モデルは、AWS CodePipeline 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。

データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを
セットアップすることをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要なアク
セス許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータを保護することをお勧めします。

• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 および TLS 1.3 をお勧めします。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
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• AWS のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー
ションを使用します。

• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に
保存されている機密データの検出と保護を支援します。

• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証
済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2を参照してください。

顧客の E メールアドレスなどの機密情報は、タグや Name フィールドなどの自由形式のテキストフィー
ルドに格納しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、AWS CLI、または AWS SDK で 
CodePipeline または他の AWS のサービス を使用する場合も同様です。名前に使用する自由記述のテキス
トフィールドやタグに入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。外部サーバーへ 
URL を供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情報を URL に含めないこ
とを強くお勧めします。

以下のセキュリティのベストプラクティスも CodePipeline でのデータ保護に対処します。

• Amazon S3 に保存したアーティファクトのサーバー側の暗号化を設定しますCodePipeline (p. 419)
• AWS Secrets Manager を使用してデータベースパスワードまたはサードパーティーの API キーを追跡す

る (p. 421)

インターネットトラフィックのプライバシー
Amazon VPC は、AWS のサービスお客様の定義する仮想ネットワーク (仮想プライベートクラウド) 内に
AWSリソースを起動するためのサービスです。CodePipelineはAWSPrivateLink、elastic network interface 
とプライVPC ート IPAWS のサービス アドレスを使用して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。そのため、VPCCodePipeline 内のプライベートエンドポイントを介してに直接接続し、
すべてのトラフィックを VPC とAWSネットワーク内に保持することができるようになりました。以前
は、VPC 内で実行されているアプリケーションから、CodePipeline にインターネットに接続する必要があ
りました。VPC では、次のようなネットワーク設定を管理することができます。

• IP アドレス範囲
• Subnets
• ルートテーブル、
• ネットワークゲートウェイ。

VPC を CodePipeline に接続するには、CodePipeline のインターフェイス VPC エンドポイントを定義し
ます。このタイプのエンドポイントにより、VPC を VPC に接続できるようになりますAWS のサービス。
このエンドポイントは、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 接続を必要とせず、信頼性が高くスケーラブルな CodePipeline への接続を提供します。VPC 
を設定する方法の詳細については、VPC ユーザーガイド参照してください。

保管中の暗号化
CodePipeline入力されたデータは、を使用して保存時に暗号化されますAWS KMS keys。コードアーティ
ファクトは顧客所有の S3 バケットに保存され、AWS マネージドキーまたはお客様が管理するキーで暗号
化されます。詳細については、「Amazon S3 に保存したアーティファクトのサーバー側の暗号化を設定し
ますCodePipeline (p. 419)」を参照してください。

転送中の暗号化
service-to-serviceすべての通信は、SSL/TLS を使用して転送中に暗号化されます。
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暗号化キーの管理
コードアーティファクトを暗号化するデフォルトオプションを選択した場合は、CodePipelineを使用し
ますAWS マネージドキー。この AWS マネージドキー を変更または削除することはできません。カスタ
マー管理キーを使用して S3AWS KMS バケット内のアーティファクトを暗号化または復号化する場合、必
要に応じてこのカスタマー管理キーを変更またはローテーションできます。

Important

CodePipeline対称 KMS キーのみをサポートしています。非対称キーを使用して S3 bucket のデー
タを暗号化しないでください。

Amazon S3 に保存したアーティファクトのサーバー
側の暗号化を設定しますCodePipeline
Amazon S3 アーティファクトのサーバー側の暗号化を設定するには、次の 2 つの方法があります。

• CodePipelineCreate PipelineAWS マネージドキー ウィザードを使用してパイプラインを作成する
と、S3 アーティファクトバケットとデフォルトが作成されます。AWS マネージドキー はオブジェクト
データとともに暗号化され、AWS によって管理されます。

• 独自の カスタマーマネージドキー を作成して管理できます。

Important

CodePipeline対称 KMS キーのみをサポートしています。非対称キーを使用して S3 bucket のデー
タを暗号化しないでください。

デフォルトの S3 キーを使用している場合、この AWS マネージドキー を変更または削除することはでき
ません。S3AWS KMS バケット内のアーティファクトを暗号化または復号化するためにカスタマー管理
キーを使用している場合は、必要に応じてこのカスタマー管理キーを変更またはローテーションできま
す。

Amazon S3 は、バケットに格納されているすべてのオブジェクトに対してサーバー側の暗号化が必要な場
合に使用できるバケットポリシーをサポートしています。例えば、SSE-KMS を使用したサーバー側の暗
号化を要求する s3:PutObject ヘッダーがリクエストに含まれていない場合、次のバケットポリシーは
すべてのユーザーに対し、オブジェクト (x-amz-server-side-encryption) をアップロードするアク
セス許可を拒否します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "SSEAndSSLPolicy", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "DenyUnEncryptedObjectUploads", 
            "Effect": "Deny", 
            "Principal": "*", 
            "Action": "s3:PutObject", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-west-2-89050EXAMPLE/*", 
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": { 
                    "s3:x-amz-server-side-encryption": "aws:kms" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyInsecureConnections", 
            "Effect": "Deny", 
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Amazon S3 に保存したアーティファクトの

サーバー側の暗号化を設定しますCodePipeline

            "Principal": "*", 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-west-2-89050EXAMPLE/*", 
            "Condition": { 
                "Bool": { 
                    "aws:SecureTransport": "false" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

サーバー側の暗号化および AWS KMS の詳細に関しては、「サーバー側の暗号化を使用したデータの保
護」および「AWS Key Management Service (SSE-KMS) に保存されているサーバー側の暗号化を使用し
てデータを保護する」を参照してください。

AWS KMS の詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」を参照してくださ
い。

トピック
• AWS マネージドキー の表示 (p. 420)
• AWS CloudFormation または AWS CLI を使用して S3 バケットのサーバー側の暗号化を設定す

る (p. 420)

AWS マネージドキー の表示
[パイプラインの作成] ウィザードを使用して最初のパイプラインを作成すると、パイプラインを作成
したのと同じリージョンに S3 バケットが作成されます。バケットは、パイプラインアーティファク
トを格納するために使用されます。パイプラインを実行すると、アーティファクトが、S3 バケットに
入れられるか、そこから取得されます。デフォルトでは、AWS マネージドキー for Amazon S3 (aws/
s3キー)CodePipelineAWS KMS を使用したサーバー側の暗号化を使用します。この AWS マネージド
キー は、AWS アカウントに作成され、保存されます。アーティファクトが S3 バケットから取得される
と、CodePipeline は同じ SSE-KMS プロセスを使用してアーティファクトを復号化します。

自分の AWS マネージドキー に関する情報の表示

1. AWS Management Console にサインインして、AWS KMS コンソールを開きます。
2. ウェルカムページが表示される場合は、[今すぐ始める] を選択します。
3. サービスのナビゲーションペインで、[AWS managed keys] を選択します。
4. パイプラインのリージョンを選択します。例えば、パイプラインが us-east-2 に作成されている場

合は、フィルタが 米国西部 (オハイオ州) に設定されていることを確認します。

CodePipeline で使用できるリージョンとエンドポイントの詳細については、「AWS CodePipeline エ
ンドポイントとクォータ」を参照してください。

5. リスト内のパイプラインに使用されるエイリアスがあるキー (デフォルトは aws/s3) を選択します。
キーの基本情報が表示されます。

AWS CloudFormation または AWS CLI を使用して S3 バケット
のサーバー側の暗号化を設定する
AWS CloudFormation または AWS CLI を使用してパイプラインを作成する際は、サーバー側の暗号化を手
動で設定する必要があります。上記のサンプルバケットポリシーを使用して、独自の カスタマーマネージ
ド キー を作成します。デフォルトの AWS マネージドキー キーの代わりに独自のキーを使用することも
できます。独自のキーを選択する理由には、次のようなものがあります。
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ワードまたはサードパーティーの API キーを追跡する

• 組織のビジネス要件またはセキュリティ要件を満たすために、スケジュールに基づいてキーのローテー
ションをする必要があります。

• 別の AWS アカウントに関連付けられたリソースを使用するパイプラインを作成する必要がありま
す。これには、 カスタマーマネージドキー を使用する必要があります。詳細については、「他の 
CodePipeline AWSアカウントからリソースを使用するパイプラインを作成する (p. 245)」を参照してく
ださい。

暗号化のベストプラクティスでは、暗号化キーの広範な再利用を推奨していません。ベストプラクティス
として、キーを定期的にローテーションします。キーの新しい暗号化マテリアルを作成するには、AWS 
KMSカスタマーマネージドキーを作成し、アプリケーションまたはエイリアスを変更して新しいカスタ
マーマネージドキーを使用します。または、既存の カスタマー管理キー の自動キーローテーションを有効
にすることができます。

カスタマー管理キーをローテーションするには、「キーのローテーション」を参照してください。

Important

CodePipeline対称 KMS キーのみをサポートしています。非対称キーを使用して S3 bucket のデー
タを暗号化しないでください。

AWS Secrets Manager を使用してデータベースパス
ワードまたはサードパーティーの API キーを追跡する
データベース認証情報、API キー、その他のAWS Secrets Manager機密情報のライフサイクルを通じて、
ローテーション、管理、および取得を行うために  を使用することをお勧めします。Secrets Manager を
使用すると、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) を、Secrets Manager への API 
コールで置き換えて、プログラムでシークレットを取得することができます。詳細については、「AWS 
Secrets Manager とは」を、「AWS Secrets Manager ユーザーガイド」で参照してください。

AWS CloudFormation テンプレート内のシークレット (OAuth 認証情報など) であるパラメータを渡すパ
イプラインの場合、 Secrets Manager に保存されたシークレットにアクセスする動的参照をテンプレート
に含める必要があります。参照 ID パターンと例については、「Secrets Manager のシークレットのAWS 
CloudFormation ユーザーガイド」を参照してください。GitHubパイプラインのウェブフックのテンプレー
トスニペットで動的参照を使用する例については、「Webhook リソース設定」を参照してください。

以下も参照してください。
シークレットを管理する際に役立つ関連リソースは以下の通りです。

• Secrets Manager は、Amazon RDS シークレットのローテーションなど、データベースの認証情報を自
動的にローテーションできます。詳細については、「AWS Secrets Manager シークレットのローテー
ション」を「AWS Secrets Manager ユーザーガイド」で参照してください。

• Secrets Manager の動的参照を AWS CloudFormation テンプレートに追加する方法については、http:// 
aws.amazon.com/blogs/security/how-to-create-and-retrieve-secrets-managed-in-aws-secrets-manager-
using-aws-cloudformation-template/ を参照してください。

AWS CodePipeline 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 CodePipeline リ
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対象者

ソースの使用を許可する (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. 422)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 422)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 424)
• AWS CodePipeline と IAM の連携について (p. 426)
• AWS CodePipeline アイデンティティベースポリシーの例 (p. 430)
• AWS CodePipeline リソースベースのポリシーの例 (p. 449)
• AWS CodePipeline アイデンティティとアクセスに関するトラブルシューティング (p. 450)
• CodePipeline の許可に関するリファレンス (p. 451)
• CodePipeline サービスロールを管理する (p. 458)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の用途は、CodePipeline で行う作業によって異なります。

サービスユーザー - CodePipeline サービスを使用してジョブを実行する場合は、必要なアクセス許可と
認証情報を管理者が用意します。作業を実行するためにさらに多くの CodePipeline の機能を使用する
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。CodePipeline の特徴にアクセスできない場合は、「AWS 
CodePipeline アイデンティティとアクセスに関するトラブルシューティング (p. 450)」を参照してくだ
さい。

サービス管理者 - 社内の CodePipeline リソースを担当している場合は、通常、CodePipeline へのフルア
クセスがあります。サービスのユーザーがどの CodePipeline 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。お客様の会
社で CodePipeline で IAM を利用する方法の詳細については、AWS CodePipeline と IAM の連携につい
て (p. 426) をご参照ください。

IAM 管理者 - 管理者は、CodePipeline 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 CodePipeline 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、AWS CodePipeline アイデンティティベースポリシーの例 (p. 430) を参照してください。

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 として、または IAM ロールを引き受けることによって、認証済み (AWS にサ
インイン済み) である必要があります。

ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーティ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)フェデレーティッドアイデ
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。フェデレーティ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。
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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。自分でリクエストに署名するための
推奨される方法については、「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 アカウントのルートユーザー
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
を保有する 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 ユーザーとの長期的な認証情報が必要な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、
「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。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – フェデレーティッド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。フェデレーティッドアイデンティティが認証
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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詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Creating a role for a third-party 
Identity Provider」(サードパーティーアイデンティティプロバイダー向けロールの作成) 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、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを 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見なされます。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 CodePipeline 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、AWS アカウント 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
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
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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。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアク
ションを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理
者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き受けることができます。

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。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーで IAM の AWS マネージドポリシーを使用することはできません。

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。

• アクセス許可の境界 - アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって 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
ティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、エンティティのアイ
デンティティベースポリシーとそのアクセス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、アクセス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。アクセス許可
の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可の境界」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 はメン
バーアカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限します (各 AWS アカウントのルートユー
ザー など)。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。

AWS CodePipeline と IAM の連携について
CodePipeline へのアクセスを管理するために IAM を使用する前に、CodePipeline でどの IAM特徴が使用
できるかを理解しておく必要があります。CodePipelineAWS のサービスおよびその他の IAM と連携する
方法の概要を把握するには、IAM ユーザーガイドの「IAM と連携する] を参照してくださいAWS のサービ
ス。

トピック
• CodePipeline アイデンティティベースのポリシー (p. 426)
• CodePipeline リソースベースのポリシー (p. 429)
• CodePipeline タグに基づく認可 (p. 429)
• CodePipeline IAM ロール (p. 430)

CodePipeline 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ポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、またアクショ
ンを許可または拒否する条件を指定できます。CodePipeline特定のアクション、リソース、および条件
キーをサポートしています。JSON ポリシーで使用するすべての要素については、「IAM ユーザーガイ
ド」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。

CodePipelineのポリシーアクションは、アクションの前に次のプレフィックス を使用します:
codepipeline:。

例えば、アカウント内の既存のパイプラインを表示するアクセス許可を他のユーザーに付与するには、
ユーザーのポリシーに codepipeline:GetPipeline アクションを含めます。ポリシーステートメント
には、Action または NotAction 要素を含める必要があります。CodePipeline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。
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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": [ 
      "codepipeline:action1", 
      "codepipeline:action2"

ワイルドカード (*) を使用して複数のアクションを指定することができます。たとえば、Get 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": "codepipeline:Get*"

CodePipelineアクションのリストについては、IAMAWS CodePipeline ユーザーガイドの「定義するアク
ション」を参照してください。

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": "*"

CodePipeline リソースおよびオペレーション

CodePipeline では、プライマリリソースはパイプラインです。ポリシーで Amazon リソースネーム (ARN) 
を使用して、ポリシーを適用するリソースを識別します。CodePipelineは、ステージ、アクション、カス
タムアクションなど、プライマリリソースで使用できる他のリソースに対応しています。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 Amazon リソースネーム (ARN) が
関連付けられています。ARN の詳細については、の「Amazon リソースネーム (ARN)AWS のサービス と
名前空間」を参照してくださいAmazon Web Services 全般のリファレンス。パイプラインに関連付けら
れたパイプラインの ARN を取得するには、「設定コンソールに表示されるパイプラインの ARN 」を参照
してください。詳細については、「パイプラインの ARN とサービスロール ARN (コンソール) を表示しま
す。 (p. 236)」を参照してください。

リソースタイプ ARN 形式

パイプライン arn:aws:コードパイプライン:[##]:[#####]:[#######]

ステージ arn:aws:コードパイプライン:[##]:[#####]:[#######/#####]

アクション arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name/stage-
name/action-name

カスタムアクション arn:aws:codepipeline:region:account:actionType:owner/category/
provider/version
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リソースタイプ ARN 形式

すべての CodePipeline リ
ソース

arn:aws:codepipeline:*

特定リージョンの特定アカ
ウントが所有するすべての 
CodePipeline リソース

arn:aws:コードパイプライン:[##]:[#####]:*

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、CodePipeline では、イベントパターンおよびルールで完全一致を使用しま
す。イベントパターンの作成時に正しい ARN 文字を使用して、一致させるリソース内の ARN 構
文とそれらの文字が一致する必要があります。

CodePipeline では、リソースレベルのアクセス許可をサポートする API コールがあります。リソースレベ
ルのアクセス許可は、API コールでリソース ARN を指定できるかどうか、または API コールでワイルド
カードを使用したすべてのリソースの呼び出しのみが可能かどうかを示します。リソースレベルのアクセ
ス許可の詳細な説明と、リソースレベルのアクセス許可をサポートする CodePipeline API コールの一覧に
ついては、「CodePipeline の許可に関するリファレンス (p. 451)」を参照してください。

例えば、以下の要領で ARN を使用して、ステートメント内の特定のパイプライン (myPipeline) を指定
することができます。

"Resource": "arn:aws:codepipeline:us-east-2:111222333444:myPipeline"

また、以下の要領で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パイプライン
を指定することもできます。

"Resource": "arn:aws:codepipeline:us-east-2:111222333444:*"

すべてのリソースを指定する場合、または特定の API アクションが ARN をサポートしていない場合は、
以下のように、Resource エレメント内でワイルドカード文字 (*) を使用します。

"Resource": "*"

Note

IAM ポリシーを作成するとき、最小限の特権を認めるという標準的なセキュリティアドバイスに
従いましょう。そうすれば、タスクを実行するというリクエストのアクセス許可のみを認めるこ
とができます。API コールが ARN をサポートしている場合、リソースレベルのアクセス許可をサ
ポートしていて、ワイルドカード文字 (*) を使用する必要はありません。

一部の CodePipeline API コールは、複数のリソース (例: GetPipeline) を受け入れます。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。

"Resource": ["arn1", "arn2"]

CodePipeline には、CodePipeline リソースを操作するための一連のオペレーションが用意されてい
ます。使用可能なオペレーションのリストについては、「CodePipeline の許可に関するリファレン
ス (p. 451)」を参照してください。
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条件キー

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。

Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。

1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数
のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。単一の条件キーに複
数の値を指定する場合、AWS では OR 論理演算子を使用して条件を評価します。ステートメントの許可が
付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。

条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名が
タグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる許可を付与することができます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ」を参照してください。

AWS はグローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートしています。すべての AWS グローバル
条件キーを確認するには、「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。

CodePipeline は独自の条件キーを定義し、一部のグローバル条件キーの使用をサポートしています。すべ
てのAWSグローバル条件キーを確認するには、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。

すべての Amazon EC2 アクションは、aws:RequestedRegion および ec2:Region 条件キーをサポー
トします。詳細については、「例: 特定のリージョンへのアクセスの制限」を参照してください。

CodePipeline 条件キーのリストを確認するには、IAM ユーザーガイドの「AWS CodePipeline の条件
キー」を参照してください。どのアクションおよびリソースと条件キーを使用できるかについては、
「AWS CodePipeline で定義されるアクション」を参照してください。

例

CodePipeline 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、AWS CodePipeline アイデンティ
ティベースポリシーの例 (p. 430)を参照してください。

CodePipeline リソースベースのポリシー
CodePipeline は、リソースベースのポリシーをサポートしません。ただし、CodePipeline に関連する S3 
サービスのリソースベースのポリシーの例が提供されています。

例

CodePipeline リソースベースのポリシーの例を表示するには、「AWS CodePipeline リソースベースのポ
リシーの例 (p. 449)」を参照してください。

CodePipeline タグに基づく認可
タグを CodePipeline リソースに添付することも、CodePipeline へのリクエストでタグを渡すこ
ともできます。タグに基づいてアクセスを管理するには、codepipeline:ResourceTag/key-
name、aws:RequestTag/key-name、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの
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[Condition element] (条件要素) でタグ情報を提供します。CodePipeline リソースのタグ付けの詳細につい
ては、リソースのタグ付け (p. 157)を参照してください。

リソースのタグに基づいてリソースへのアクセスを制限するためのアイデンティティベースのポリシーの
例を表示するには、「タグを使用した CodePipeline リソースへのアクセスのコントロール (p. 435)」を
参照してください。

CodePipeline 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。

CodePipeline での一時的な認証情報の使用

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またはなどの API オペレーションを呼び出すことで取得できますGetFederationToken。

CodePipeline は、一時的な認証情報の使用をサポートしています。

サービスロール

CodePipeline は、サービスロールをユーザーに代わって引き受けることをサービスに許可します。この
ロールにより、サービス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。

CodePipeline はサービスロールをサポートします。

AWS CodePipeline 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、CodePipeline 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、ユーザーとロールに必要な、指定されたリソースで特定の API オペ
レーションを実行する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、管理者はそれらの許可が必要な IAM ユーザーまたはグループにそのポリシーを添付します。

JSON ポリシードキュメントのこれらの例を使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作成す
る方法については、「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。

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 431)
• コンソールでのリソースの表示 (p. 431)
• ユーザーが自分の許可を表示できるようにする (p. 432)
• アイデンティティベースのポリシー (IAM) の例 (p. 432)
• タグを使用した CodePipeline リソースへのアクセスのコントロール (p. 435)
• CodePipeline コンソールの使用に必要な許可 (p. 438)
• CodePipeline の AWS マネージドポリシー (p. 439)
• CodePipeline の管理ポリシーと通知 (p. 440)
• カスタマーマネージドポリシーの例 (p. 442)
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ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、ユーザーのアカウントで誰かが CodePipeline リソースを作成、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。

• 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 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 – AWS 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。

コンソールでのリソースの表示
CodePipeline コンソールでは、サインインしている ListRepositories リージョンで AWS アカウント
のレポジトリのリストを表示するために、AWS アクセス権限が必要です。このコンソールには、大文字と
小文字を区別しない検索をリソースに対して迅速に実行するための [Go to resource (リソースに移動)] 機
能も含まれています。この検索は、サインインしている AWS リージョンの AWS アカウントで実行され
ます。次のリソースは、以下のサービス全体で表示されます。

• AWS CodeBuild: ビルドプロジェクト
• AWS CodeCommit: リポジトリ
• AWS CodeDeploy: アプリケーション
• AWS CodePipeline: パイプライン

この検索をすべてのサービスのリソースにわたって実行するには、次のアクセス権限が必要です。

• CodeBuild: ListProjects
• CodeCommit: ListRepositories
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• CodeDeploy: ListApplications
• CodePipeline: ListPipelines

あるサービスに対するアクセス権限がない場合、そのサービスのリソースに関して結果は返されません。
表示のアクセス権限がある場合でも、表示に対する明示的な Deny が設定されているリソースについて
は、結果が返されません。

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。

{ 
    "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": "*" 
        } 
    ]
}

アイデンティティベースのポリシー (IAM) の例
ポリシーを IAM アイデンティティにアタッチできます。例えば、次の操作を実行できます。

• アカウントのユーザーまたはグループにアクセス権限ポリシーをアタッチする-CodePipeline コンソール
のパイプラインを表示するアクセス権限を付与するために、ユーザーが所属するユーザーまたはグルー
プにアクセス許可のポリシーをアタッチできます。

• 許可ポリシーをロールにアタッチする (クロスアカウントの許可を付与) - ID ベースのアクセス許可ポリ
シーを IAM ロールにアタッチして、クロスアカウントの許可を付与することができます。例えば、アカ
ウント A の管理者は、AWSAWS のサービス次のように別のアカウント (例えば、アカウント B) にクロ
スアカウントのアクセス権限を付与するロールを作成できます。
1. アカウント A の管理者は、IAM ロールを作成して、アカウント A のリソースに許可を付与するロー

ルに許可ポリシーをアタッチします。
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2. アカウント A の管理者は、アカウント B をそのロールを引き受けるプリンシパルとして識別する
ロールに、信頼ポリシーをアタッチします。

3. アカウント B の管理者は、アカウント B のどのユーザーにでもロールを引き受けるアクセス許可を
委任できるようになります。これにより、アカウント B のユーザーにアカウント A のリソースの作
成とアクセスが許可されます。AWS のサービスアクセス許可を付与してロールを引き受けさせたい
場合は、AWS のサービス信頼ポリシー内のプリンシパルも、プリンシパルとなることができます。

IAM を使用した許可の委任の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「アクセス管理」を参照して
ください。

以下は、MyFirstPipelineで指定されたパイプラインのすべてのステージ間の移行を無効または有効に
するためのアクセス権限を付与するアクセス権限ポリシーの例を示していますus-west-2 region。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement" : [ 
    { 
      "Effect" : "Allow", 
      "Action" : [ 
        "codepipeline:EnableStageTransition", 
        "codepipeline:DisableStageTransition" 
      ], 
      "Resource" : [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-west-2:111222333444:MyFirstPipeline/*" 
      ] 
    } 
  ]
}

以下の例では、アカウント (111222333444) のポリシーを示します。このポリシーでは、ユーザーは 
CodePipeline コンソールのパイプライン MyFirstPipeline を表示することはできますが、変更するこ
とはできません。このポリシーは、AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess マネージドポリシーに基づ
いていますが、パイプライン MyFirstPipeline に固有であるため、このマネージドポリシーを直接使
用することはできません。ポリシーを特定のパイプラインに制限しない場合は、CodePipeline によって作
成および保守されているいずれかのマネージドポリシーを使用することを検討してください。詳細につい
ては、「マネージドポリシーの使用」を参照してください。このポリシーは、アクセス用に作成した IAM 
ロール (CrossAccountPipelineViewers という名前のロールなど) にアタッチする必要があります。

{ 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": [ 
        "codepipeline:GetPipeline", 
        "codepipeline:GetPipelineState", 
        "codepipeline:GetPipelineExecution", 
        "codepipeline:ListPipelineExecutions", 
        "codepipeline:ListActionExecutions", 
        "codepipeline:ListActionTypes", 
        "codepipeline:ListPipelines", 
        "codepipeline:ListTagsForResource", 
        "iam:ListRoles", 
        "s3:ListAllMyBuckets", 
        "codecommit:ListRepositories", 
        "codedeploy:ListApplications", 
        "lambda:ListFunctions", 
        "codestar-notifications:ListNotificationRules", 
        "codestar-notifications:ListEventTypes", 
        "codestar-notifications:ListTargets" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
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      "Resource": "arn:aws:codepipeline:us-west-2:111222333444:MyFirstPipeline" 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "codepipeline:GetPipeline", 
        "codepipeline:GetPipelineState", 
        "codepipeline:GetPipelineExecution", 
        "codepipeline:ListPipelineExecutions", 
        "codepipeline:ListActionExecutions", 
        "codepipeline:ListActionTypes", 
        "codepipeline:ListPipelines", 
        "codepipeline:ListTagsForResource", 
        "iam:ListRoles", 
        "s3:GetBucketPolicy", 
        "s3:GetObject", 
        "s3:ListBucket", 
        "codecommit:ListBranches", 
        "codedeploy:GetApplication", 
        "codedeploy:GetDeploymentGroup", 
        "codedeploy:ListDeploymentGroups", 
        "elasticbeanstalk:DescribeApplications", 
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments", 
        "lambda:GetFunctionConfiguration", 
        "opsworks:DescribeApps", 
        "opsworks:DescribeLayers", 
        "opsworks:DescribeStacks" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Sid": "CodeStarNotificationsReadOnlyAccess", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "codestar-notifications:NotificationsForResource": "arn:aws:codepipeline:*" 
        } 
      } 
    } 
  ], 
  "Version": "2012-10-17"
}

このポリシーを作成したら、アカウント (111222333444) に IAM ロールを作成し、そのロールにポリシー
をアタッチします。ロールの信頼関係で、このロールを継承する AWS アカウントを追加する必要があり
ます。以下の例で示しているのは、11111111111111 AWS アカウントのユーザーが、111222333444 ア
カウントで定義されているロールを引き受けることを許可するポリシーを示しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::111111111111:root" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]
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}

以下の例で示しているのは、111111111111111111AWS アカウントで作成されたポリシー
で、1122333444 CrossAccountPipelineViewersアカウントで指定されたロールをユーザーが引き受
けることを許可するポリシーを示しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::111222333444:role/CrossAccountPipelineViewers" 
        } 
    ]
}   

お客様のアカウントのユーザーがアクセスを許可される呼び出しとリソースを制限する IAM ポリシーを
作成し、管理ユーザーにそれらのポリシーをアタッチできます。IAM ロールを作成する方法、およびの 
IAM ポリシーステートメントの例を調べる方法の詳細についてはCodePipeline、を参照してくださいカス
タマーマネージドポリシーの例 (p. 442)。

タグを使用した CodePipeline リソースへのアクセスのコント
ロール
IAM ポリシーステートメントの条件は、CodePipelineアクションに必要なリソースへのアクセス許可を指
定するために使用する構文の一部です。条件内でタグを使用することは、リソースとリクエストへのアク
セスをコントロールするひとつの方法です。CodePipeline リソースのタグ付けについては、「リソースの
タグ付け (p. 157)」を参照してください。このトピックでは、タグベースのアクセスコントロールについ
て説明します。

IAM ポリシーの設計時に特定のリソースへのアクセス権を付与することで、詳細なアクセス許可を設定で
きます。管理するリソースの数が増えるに従って、このタスクはより困難になります。リソースにタグ付
けしてポリシーステートメント条件でタグを使用することにより、このタスクをより容易にすることがで
きます。特定のタグを使用して任意のリソースへのアクセス権を一括して付与します。次に、作成時や以
降の段階で、このタグを関連リソースに繰り返し適用します。

タグは、リソースにアタッチするか、タグ付けをサポートするサービスへのリクエストに渡すことができ
ます。CodePipeline では、リソースにタグを付けることができ、一部のアクションにタグを含めることが
できます。IAM ポリシーを作成するときに、タグ条件キーを使用して以下をコントロールできます。

• どのユーザーがパイプラインリソースに対してアクションを実行できるか (リソースに既に付けられて
いるタグに基づいて)。

• どのタグをアクションのリクエストで渡すことができるか。
• リクエストで特定のタグキーを使用できるかどうか。

文字列条件演算子では、キーと文字列値の比較に基づいてアクセスを制限する Condition 要素を構築で
きます。条件演算子を除く任意の条件演算子名の末尾に NullIfExists を追加できます。「ポリシーキー
がリクエストのコンテキストで存在する場合、ポリシーで指定されたとおりにキーを処理します。キーが
存在しない場合、条件要素は true と評価されます。」 たとえば、StringEqualsIfExistsを使用して、
他の種類のリソースには存在しない可能性のある条件キーで制限できます。

タグ条件キーの完全な構文とセマンティクスについては、タグを使用したアクセスコントロールを参照し
てください。条件キーの詳細については、次のリソースを参照してください。CodePipelineこのセクショ
ンのポリシー例は、条件キーに関する以下の情報と合致し、CodePipelineリソースのネストなどの微妙な
違いを示す例を交えて説明しています。
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• 文字列条件演算子
• AWS のサービスそれはIAMで動作します
• SCP 構文
• IAM JSON ポリシーエレメント: 条件
• aws:RequestTag /タグキー
• の条件キーCodePipeline

次の例は、CodePipeline ユーザー用のポリシーでタグ条件を指定する方法を示しています。

Example 1: リクエストのタグに基づいてアクションを制限する

AWSCodePipeline_FullAccess マネージドユーザーポリシーは、すべてのリソースに対して任意の 
CodePipeline アクションを実行する無制限のアクセス許可をユーザーに付与します。

以下ののポリシーでは、この権限を制限し、権限のないユーザーがリクエストに特定のタグが記載され
たパイプラインを作成することを許可しません。これを行うには、リクエストに指定されているタグ
Project の値が ProjectA または ProjectB のいずれかである場合、CreatePipeline アクションを
拒否します。(この aws:RequestTag 条件キーを使用して、IAM リクエストで渡すことができるタグをコ
ントロールします)。

次の例では、ポリシーの目的は、指定されたタグ値を使用してパイプラインを作成する権限を権限のな
いユーザーに拒否することです。ただし、パイプラインを作成するには、パイプライン自体に加えてリ
ソース (パイプラインのアクションやステージなど) にアクセスする必要があります。'Resource'ポ
リシーで指定されているのはであるため'*'、ポリシーは ARN を持つすべてのリソースに対して評
価され、パイプラインの作成時に作成されます。これらの追加リソースにはタグ条件キーがないた
め、StringEqualsチェックは失敗し、ユーザーにはパイプラインを作成する権限が付与されません。こ
れに対応するには、StringEqualsIfExists 条件演算子を代わりに使用します。そうすれば、条件キー
が存在する場合のみにテストが行われます。

以下のコードは次のように解釈できます。「"RequestTag/Project"チェックされるリソースにタグ条
件キーがある場合は、キーバリューがで始まっている場合にのみ、projectAアクションを許可します。
チェックされるリソースにこの条件キーがなくても問題ありません。」

また、このポリシーでは、aws:TagKeys条件キーを使用してタグ変更アクションにこれらの同じタグ値を
含めることを許可しないことで、これらの未承認のユーザーがリソースを改ざんするのを防ぎます。お客
様の管理者は、管理ユーザーポリシーに加えて、この IAM ポリシーを非認可の管理ユーザーにアタッチす
る必要があります。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "codepipeline:CreatePipeline", 
        "codepipeline:TagResource" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEqualsIfExists": { 
          "aws:RequestTag/Project": ["ProjectA", "ProjectB"] 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "codepipeline:UntagResource" 
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      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "ForAllValues:StringEquals": { 
          "aws:TagKeys": ["Project"] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Example 2: リソースタグに基づいてタグ付けアクションを制限する

AWSCodePipeline_FullAccess マネージドユーザーポリシーは、すべてのリソースに対して任意の 
CodePipeline アクションを実行する無制限のアクセス許可をユーザーに付与します。

次のポリシーは、この権限を制限し、認証されていないユーザーに対して特定のプロジェクトのパイプラ
インでアクションを実行するアクセス許可を拒否します。そのために、ProjectA または ProjectB の値
のいずれかを持つ Project という名前のタグをこのリソースが持つ場合、一部のアクションを拒否しま
す。(このaws:ResourceTag 条件キーを使用して、それらのリソースのタグに基づいて、このリソース
へのアクセスをコントロールします)。お客様の管理者は、未認証の IAM ユーザーには、マネージドユー
ザーポリシーに加えて、この IAM ポリシーを添付する必要があります。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "codepipeline:TagResource" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:ResourceTag/Project": ["ProjectA", "ProjectB"] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Example 3: リクエストのタグに基づいてアクションを許可する

次のポリシーでは、CodePipeline の開発パイプラインを作成するアクセス許可をユーザーに付与します。

これを行うには、リクエストに指定されているタグ Project の値が ProjectA である場合
に、CreatePipeline アクションと TagResource アクションを許可します。つまり、指定できるタグ
キーはだけでProject、その値はでなければなりませんProjectA。

aws:RequestTag条件キーを使用して、IAM リクエストでどのタグを渡すかをコントロー
ルします。aws:TagKeys 条件は、タグキーの大文字と小文字を区別します。このポリシー
は、AWSCodePipeline_FullAccess管理ユーザーポリシーがアタッチされていないユーザーまたはロー
ルに役立ちます。管理ポリシーは、すべてのリソースに対して任意の CodePipeline アクションを実行する
無制限のアクセス許可をユーザーに付与します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
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      "Action": [ 
        "codepipeline:CreatePipeline", 
        "codepipeline:TagResource" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:RequestTag/Project": "ProjectA" 
        }, 
        "ForAllValues:StringEquals": { 
          "aws:TagKeys": ["Project"] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Example 4: リソースタグに基づいてタグ付け解除するアクションを制限する

AWSCodePipeline_FullAccess マネージドユーザーポリシーは、すべてのリソースに対して任意の 
CodePipeline アクションを実行する無制限のアクセス許可をユーザーに付与します。

次のポリシーは、この権限を制限し、認証されていないユーザーに対して特定のプロジェクトのパイプラ
インでアクションを実行するアクセス許可を拒否します。そのために、ProjectA または ProjectB の値
のいずれかを持つ Project という名前のタグをこのリソースが持つ場合、一部のアクションを拒否しま
す。

また、このポリシーでは、aws:TagKeys条件キーを使用してタグ変更アクションによるタグを完全
に削除することを許可しないことで、これらの未承認のユーザーがリソースを改ざんするのを防ぎま
す。Projectお客様の管理者は、管理されたユーザーポリシーに加えて、この IAM ポリシーを非認可の
ユーザーまたはロールにアタッチする必要があります。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "codepipeline:UntagResource" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "ForAllValues:StringEquals": { 
          "aws:TagKeys": ["Project"] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

CodePipeline コンソールの使用に必要な許可
CodePipeline コンソールで CodePipeline を使用するには、以下のサービスからの最小限のアクセス許可
が必要です。

• AWS Identity and Access Management
• Amazon Simple Storage Service

これらのアクセス許可により、他の AWS リソースの AWS アカウントで記述できるようになります。

API バージョン 2015-07-09
438



AWS CodePipeline ユーザーガイド
アイデンティティベースポリシーの例

他のサービスをパイプラインに取り入れた場合は、次のアクセス許可が 1 つ以上必要になることがありま
す。

• AWS CodeCommit
• CodeBuild
• AWS CloudFormation
• AWS CodeDeploy
• AWS Elastic Beanstalk
• AWS Lambda
• AWS OpsWorks

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。「CodePipeline の 
AWS マネージドポリシー (p. 439)」で説明されているとおり、ユーザーが CodePipeline コンソールを使
用できること、および、AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess 管理対象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。

AWS CLI または CodePipeline API を呼び出すユーザーには、最小限のコンソールアクセス許可を付与す
る必要はありません。

CodePipeline の AWS マネージドポリシー
AWS は、AWS によって作成、管理されるスタンドアロンの IAM ポリシーによって、多くの一般的ユー
スケースに対応します。マネージドポリシーは、一般的ユースケースに必要なアクセス権限を付与するた
め、必要なアクセス権限をユーザーが見極める必要がありません。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。

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 CodePipeline に固
有のマネージドポリシーです。

• AWSCodePipeline_FullAccess – CodePipeline へのフルアクセスを付与します。IAM コンソールで 
JSON ポリシードキュメントを確認するには、「」を参照してくださいAWSCodePipeline_FullAccess。

• AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess – CodePipeline への読み取り専用アクセス権を付与し
ます。IAM コンソールで JSON ポリシードキュメントを確認するには、「」を参照してくださ
いAWSCodePipeline_ReadOnlyAccess。

• AWSCodePipelineApproverAccess— 手動の承認アクションを承認または拒否するためのアクセス
許可を、付与します。IAM コンソールで JSON ポリシードキュメントを確認するには、「」を参照して
くださいAWSCodePipelineApproverAccess。

• AWSCodePipelineCustomActionAccess— ビルドまたはテストアクション用に 
JenkinsCodePipeline リソースを統合してカスタムアクションを作成するか、Jenkins リソースとの統合
を許可します。IAM コンソールで JSON ポリシードキュメントを確認するには、「」を参照してくださ
いAWSCodePipelineCustomActionAccess。

Important

AWSAWSCodePipelineReadOnlyAccess がポリシーを管理し
ていたためAWSCodePipelineFullAccess、置き換えられまし
た。AWSCodePipeline_FullAccessAWSCodePipeline_ReadOnlyAccessおよびポリシーを
使用してください。

AWS CodePipeline マネージドポリシーの AWS 更新
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このサービスがこれらの変更の追跡を開始してからの、AWS の CodePipeline マネージドポリシーの更新
に関する詳細を表示します。このページの変更に関する自動通知については、[CodePipelineドキュメント
の履歴] ページの RSS フィードにサブスクライブしてください。

変更 説明 日付

AWSCodePipelineFullAccess— 
非推奨

このポリシーは
AWSCodePipeline_FullAccess
に置き換えられました。

2022年11月17日以降、このポ
リシーを新規ユーザー、グルー
プ、またはロールにアタッチす
ることはできません。詳細につ
いては、「CodePipeline の AWS 
マネージドポリシー (p. 439)」
を参照してください。

2022 年 11 月 17 日

AWSCodePipelineReadOnlyAccess— 
非推奨

このポリシーは
AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess
に置き換えられました。

2022年11月17日以降、このポ
リシーを新規ユーザー、グルー
プ、またはロールにアタッチす
ることはできません。詳細につ
いては、「CodePipeline の AWS 
マネージドポリシー (p. 439)」
を参照してください。

2022 年 11 月 17 日

CodePipeline は変更の追跡を開
始しました

CodePipeline が AWS マネージ
ドポリシーの変更の追跡を開始
しました。

2021 年 3 月 12 日

CodePipeline の管理ポリシーと通知
CodePipeline は、パイプラインへの重要な変更をユーザーに通知できる通知機能をサポートしていま
す。CodePipeline 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の通知に関連するアクセス許可

この管理ポリシーは、関連サービスCodeCommit、CodeBuildCodeDeploy、および AWSCodeStar 通知の
アクセス権限を付与します。CodePipelineこのポリシーでは、Amazon S3、Elastic Beanstalk、Amazon 
EC2、など、AWS CloudFormationパイプラインと統合する他のサービスと連携するために必要なアクセ
ス権限も付与されます。CloudTrailこれらのマネージドポリシーのいずれかが適用されたユーザーは、通知
の Amazon SNS トピックの作成と管理、トピックに対するユーザーのサブスクライブとサブスクライブ解
除、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、Slack 用に設定された AWS Chatbot ク
ライアントの一覧表示を行うこともできます。

AWSCodePipeline_FullAccess 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。

    { 
        "Sid": "CodeStarNotificationsReadWriteAccess", 
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        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "codestar-notifications:CreateNotificationRule", 
            "codestar-notifications:DescribeNotificationRule", 
            "codestar-notifications:UpdateNotificationRule", 
            "codestar-notifications:DeleteNotificationRule", 
            "codestar-notifications:Subscribe", 
            "codestar-notifications:Unsubscribe" 
        ], 
        "Resource": "*", 
        "Condition" : { 
            "StringLike" : {"codestar-notifications:NotificationsForResource" : 
 "arn:aws:codepipeline:us-west-2:111222333444:MyFirstPipeline"}  
        } 
    },     
    { 
        "Sid": "CodeStarNotificationsListAccess", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "codestar-notifications:ListNotificationRules", 
            "codestar-notifications:ListTargets", 
            "codestar-notifications:ListTagsforResource", 
            "codestar-notifications:ListEventTypes" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    }, 
    { 
        "Sid": "CodeStarNotificationsSNSTopicCreateAccess", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "sns:CreateTopic", 
            "sns:SetTopicAttributes" 
        ], 
        "Resource": "arn:aws:sns:*:*:codestar-notifications*" 
    }, 
    { 
        "Sid": "SNSTopicListAccess", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "sns:ListTopics" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    }, 
    { 
        "Sid": "CodeStarNotificationsChatbotAccess", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations" 
          ], 
       "Resource": "*" 
    }

読み取り専用マネージドポリシーの通知に関連するアクセス許可
AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess 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。このポリシーを適用したユーザーは、リソースの通知を表
示できますが、リソースを作成、管理、サブスクライブすることはできません。

   { 
        "Sid": "CodeStarNotificationsPowerUserAccess", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "codestar-notifications:DescribeNotificationRule" 
        ], 
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        "Resource": "*", 
        "Condition" : { 
            "StringLike" : {"codestar-notifications:NotificationsForResource" : 
 "arn:aws:codepipeline:us-west-2:111222333444:MyFirstPipeline"}  
        } 
    },     
    { 
        "Sid": "CodeStarNotificationsListAccess", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "codestar-notifications:ListNotificationRules", 
            "codestar-notifications:ListEventTypes", 
            "codestar-notifications:ListTargets" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    }

IAM と通知の詳細については、「Notifications の Identity and Access Management」を参照してくださ
い。AWS CodeStar

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、さまざまな CodePipeline アクションのアクセス許可を付与するユーザーポリシーの
例を示しています。これらのポリシーは、CodePipeline API、AWS SDK、または AWS CLI の使用時に適
用されます。コンソールを使用している場合は、コンソールに固有の追加のアクセス許可を付与する必要
があります。詳細については、「CodePipeline コンソールの使用に必要な許可 (p. 438)」を参照してく
ださい。

Note

各例は全て、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: パイプラインの状態を取得するアクセス許可を付与する (p. 442)
• 例 2: ステージ間の移行を有効または無効にするアクセス許可を付与する (p. 443)
• 例 3: 使用可能なすべてのアクションタイプのリストを取得するアクセス許可を付与する (p. 443)
• 例 4: 手動の承認アクションを承認または拒否するアクセス許可を付与する (p. 443)
• 例 5: カスタムアクションのジョブをポーリングするアクセス許可を付与する (p. 444)
• 例 6: Jenkins との統合で使用する Jenkins と統合するポリシーをアタッチまたは編集する

AWSCodePipeline (p. 444)
• 例 7: パイプラインへのクロスアカウントアクセスを設定する (p. 445)
• 例 8: 別のアカウントに関連付けられた AWS リソースをパイプラインで使用する (p. 446)

例 1: パイプラインの状態を取得するアクセス許可を付与する

以下の例では、パイプライン (MyFirstPipeline) の状態を取得する権限を付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codepipeline:GetPipelineState" 
            ], 
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            "Resource": "arn:aws:codepipeline:us-west-2:111222333444:MyFirstPipeline" 
        } 
    ]
}

例 2: ステージ間の移行を有効または無効にするアクセス許可を付与する

以下の例では、パイプライン (MyFirstPipeline) のすべてのステージ間での移行を無効化または有効化
するアクセス許可を付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codepipeline:DisableStageTransition", 
                "codepipeline:EnableStageTransition" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:codepipeline:us-west-2:111222333444:MyFirstPipeline/*" 
        } 
    ]
}

ユーザーが、パイプラインの 1 つのステージでの移行を無効化または有効化できるようにするに
は、ステージを指定する必要があります。例えば、ユーザーがパイプライン Staging のステージ
MyFirstPipeline の移行を有効化または無効化できるようにするには、以下を行います。

"Resource": "arn:aws:codepipeline:us-west-2:111222333444:MyFirstPipeline/Staging"

例 3: 使用可能なすべてのアクションタイプのリストを取得するアクセス許可を付
与する

以下の例では、us-west-2 リージョンのパイプラインで利用できるすべてのアクションの種類のリスト
を取得するためのアクセス許可を付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codepipeline:ListActionTypes" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:codepipeline:us-west-2:111222333444:actiontype:*" 
        } 
    ]
}

例 4: 手動の承認アクションを承認または拒否するアクセス許可を付与する

以下の例では、パイプライン MyFirstPipeline のステージ Staging で手動の承認アクションを承認ま
たは拒否するためのアクセス許可を付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codepipeline:PutApprovalResult" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:codepipeline:us-west-2:111222333444:MyFirstPipeline/
Staging/*" 
        } 
    ]
}

例 5: カスタムアクションのジョブをポーリングするアクセス許可を付与する

以下の例では、カスタムアクション TestProvider のジョブをポーリングするためのアクセス許可を付
与します。これは、すべてのパイプラインで最初のバージョンのアクションの種類である Test です。

Note

カスタムアクションのジョブワーカーは、異なる AWS アカウントを使用して設定するか、特定
の IAM ロールで実行する必要があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codepipeline:PollForJobs" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:codepipeline:us-
west-2:111222333444:actionType:Custom/Test/TestProvider/1" 
            ] 
        } 
    ]
}

例 6: Jenkins との統合で使用する Jenkins と統合するポリシーをアタッチまたは
編集するAWSCodePipeline

Jenkins を使用するためにパイプラインを設定して、ビルドまたはテストを行う場合は、統合用に別の ID 
を作成し、Jenkins ととの統合に必要な最小のアクセス許可を持つ IAMCodePipeline ポリシーをアタッチ
します。このポリシーは、AWSCodePipelineCustomActionAccess マネージドポリシーと同じです。
以下の例では、Jenkins との統合で使用する Jenkins 統合のポリシーを示します。

{ 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codepipeline:AcknowledgeJob", 
                "codepipeline:GetJobDetails", 
                "codepipeline:PollForJobs", 
                "codepipeline:PutJobFailureResult", 
                "codepipeline:PutJobSuccessResult" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ], 
    "Version": "2012-10-17"
}
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例 7: パイプラインへのクロスアカウントアクセスを設定する
別の AWS アカウントのユーザーおよびグループのパイプラインへのアクセスを設定できます。推奨され
る方法は、パイプラインが作成されたアカウントにロールを作成することです。ロールは、他の AWS ア
カウントのユーザーに、そのロールを引き受け、パイプラインへのアクセスを許可する必要があります。
詳細については、「ウォークスルー: ロールを使用したクロスアカウントアクセス」を参照してください。

以下の例で示しているのは、80398EXAMPLE アカウントのポリシー
で、MyFirstPipelineCodePipelineコンソールで指定されたパイプラインをユーザーが
参照することは許可されるが変更は許可しないポリシーを示しています。このポリシー
は、AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess マネージドポリシーに基づいていますが、パイプライ
ン MyFirstPipeline に固有であるため、このマネージドポリシーを直接使用することはできませ
ん。ポリシーを特定のパイプラインに制限しない場合は、CodePipeline によって作成および保守さ
れているいずれかのマネージドポリシーを使用することを検討してください。詳細については、「マ
ネージドポリシーの使用」を参照してください。このポリシーは、アクセス用に作成した IAM ロール 
(CrossAccountPipelineViewers という名前のロールなど) にアタッチする必要があります。

{ 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codepipeline:GetPipeline", 
                "codepipeline:GetPipelineState", 
                "codepipeline:ListActionTypes", 
                "codepipeline:ListPipelines", 
                "iam:ListRoles", 
                "s3:GetBucketPolicy", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "s3:ListBucket", 
                "codedeploy:GetApplication", 
                "codedeploy:GetDeploymentGroup", 
                "codedeploy:ListApplications", 
                "codedeploy:ListDeploymentGroups", 
                "elasticbeanstalk:DescribeApplications", 
                "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments", 
                "lambda:GetFunctionConfiguration", 
                "lambda:ListFunctions" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:codepipeline:us-east-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline" 
        } 
    ], 
    "Version": "2012-10-17"
}

このポリシーを作成したら、アカウント (80398EXAMPLE) に IAM ロールを作成し、そのロールに
ポリシーをアタッチします。ロールの信頼関係で、このロールを継承する AWS アカウントを追加
する必要があります。以下の例で示しているのは、11111111111111 AWS アカウントのユーザー
が、80398EXAMPLE アカウントで定義されたロールを引き受けることを許可するポリシーを示していま
す。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::111111111111:root" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole" 
        } 
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    ]
}

以下の例で示しているのは、11111111111111 AWS アカウントで作成されたポリシー
で、80398EXAMPLE アカウントで定義された CrossAccountPipelineViewers という名前のロールを
ユーザーが引き受けることを許可するポリシーを示しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CrossAccountPipelineViewers" 
        } 
    ]
}   

例 8: 別のアカウントに関連付けられた AWS リソースをパイプラインで使用する
ユーザーが、他の AWS アカウント内のリソースを使用するパイプラインを作成できるようにするポリ
シーを設定できます。これを行うには、パイプライン (AccountA) を作成するアカウントと、パイプライン
で使用するリソースを作成したアカウント (AccountB) の両方にポリシーおよびロールを設定する必要があ
ります。また、AWS Key Management Service でカスタマーマネージドキーを作成して、クロスアカウン
トアクセスに使用する必要があります。step-by-step詳細と例については、「」他の CodePipeline AWSア
カウントからリソースを使用するパイプラインを作成する (p. 245) と「」を参照してくださいAmazon S3 
に保存したアーティファクトのサーバー側の暗号化を設定しますCodePipeline (p. 419)。

次の例は、パイプラインアーティファクトを保存するために使用される S3 バケットに対して AccountA 
によって設定されたポリシーを示しています。このポリシーは、AccountB へのアクセスを許可します。
次の例では、AccountB の ARN は 012ID_ACCOUNT_B です。S3 バケットの ARN は codepipeline-
us-east-2-1234567890 です。これらの ARN を、アクセスを許可するアカウントおよび S3 バケット
の ARN に置き換えます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "SSEAndSSLPolicy", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "DenyUnEncryptedObjectUploads", 
            "Effect": "Deny", 
            "Principal": "*", 
            "Action": "s3:PutObject", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890/*", 
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": { 
                    "s3:x-amz-server-side-encryption": "aws:kms" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyInsecureConnections", 
            "Effect": "Deny", 
            "Principal": "*", 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890/*", 
            "Condition": { 
                "Bool": { 
                    "aws:SecureTransport": false 
                } 
            } 
        }, 
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        { 
            "Sid": "", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::012ID_ACCOUNT_B:root" 
            }, 
            "Action": [ 
                "s3:Get*", 
                "s3:Put*" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890/*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::012ID_ACCOUNT_B:root" 
            }, 
            "Action": "s3:ListBucket", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890" 
        } 
    ]
}      

以下の例では、AccountA が設定したポリシーを示します。このポリシーは、AccountB がロールを継承で
きるようにします。このポリシーは、 CodePipeline のサービスロール (CodePipeline_Service_Role) 
に適用する必要があります。IAM のロールにポリシーを適用する方法については、「ロールの修正」 を参
照してください。次の例では、 012ID_ACCOUNT_B は AccountB の ARN です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "sts:AssumeRole", 
        "Resource": [ 
            "arn:aws:iam::012ID_ACCOUNT_B:role/*" 
        ] 
    }
}

以下の例で示しているのは、AccountB で設定したポリシーを、の EC2 インスタンスロールCodeDeploy
に適用しています。このポリシーでは、パイプラインアーティファクト (codepipeline-us-
east-2-1234567890) を保存するために AccountA によって使用される S3 バケットへのアクセスを付与
します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:Get*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
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                "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890" 
            ] 
        } 
    ]
}

以下の例では、AWS KMS のポリシーを示しています。このポリシーでは、arn:aws:kms:us-
east-1:012ID_ACCOUNT_A:key/2222222-3333333-4444-556677EXAMPLE は AccountA で作成さ
れたカスタマーマネージドキーの ARN であり、AccountB にそのキーの使用を許可しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:DescribeKey", 
                "kms:GenerateDataKey*", 
                "kms:Encrypt", 
                "kms:ReEncrypt*", 
                "kms:Decrypt" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kms:us-
east-1:012ID_ACCOUNT_A:key/2222222-3333333-4444-556677EXAMPLE" 
            ] 
        } 
    ]
}

以下の例で示しているのは、AccountB によって作成された IAM ロール (CrossAccount_Role) のインラ
インポリシーを示しています。このポリシーは、AccountACodeDeploy のパイプラインで必要なアクショ
ンにアクセスできるようにするものです。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codedeploy:CreateDeployment", 
                "codedeploy:GetDeployment", 
                "codedeploy:GetDeploymentConfig", 
                "codedeploy:GetApplicationRevision", 
                "codedeploy:RegisterApplicationRevision" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

次の例では、AccountBによって作成された ロール (CrossAccount_Role) のインラインポリシーを示し
ています。このポリシーは、入力アーティファクトダウンロードし、出力アーティファクトをアップロー
ドするために、S3 バケットにアクセスできるようにします。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject*", 
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                "s3:PutObject", 
                "s3:PutObjectAcl" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

リソースへのクロスアカウントアクセスのパイプラインを編集する方法の詳細については、「ステップ 2: 
パイプラインを編集する  (p. 253)」を参照してください。

AWS CodePipeline リソースベースのポリシーの例
Simple Storage Service (Amazon S3) などの他のサービスでは、リソースベースの許可ポリシーもサポー
トされています。例えば、ポリシーを S3 バケットにアタッチして、そのバケットに対するアクセス許可
を管理できます。CodePipeline は、リソースベースのポリシーをサポートしていませんが、バージョニン
グされた S3 バケットのパイプラインで使用されるアーティファクトを保存します。

Example S3 バケットのポリシーを作成して CodePipeline のアーティファクトストアとして使用
するには

バージョニングされた S3 バケットを CodePipeline のアーティファクトストアとして使用します。[パイプ
ラインの作成] ウィザードを使用して最初のパイプラインを作成した場合、この S3 バケットは、アーティ
ファクトストアにアップロードされているすべてのオブジェクトが暗号化されており、バケットへの接続
が安全であることを保証するために作成されます。ベストプラクティスとして、独自の S3 バケットを作
成する場合は、以下のポリシーまたはその要素をバケットに追加することを検討してください。このポリ
シーでは、S3 バケットの ARN は codepipeline-us-east-2-1234567890 です。この ARN を S3 バ
ケットの ARN に置き換えます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "SSEAndSSLPolicy", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "DenyUnEncryptedObjectUploads", 
            "Effect": "Deny", 
            "Principal": "*", 
            "Action": "s3:PutObject", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890/*", 
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": { 
                    "s3:x-amz-server-side-encryption": "aws:kms" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyInsecureConnections", 
            "Effect": "Deny", 
            "Principal": "*", 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-east-2-1234567890/*", 
            "Condition": { 
                "Bool": { 
                    "aws:SecureTransport": false 
                } 
            } 
        } 
    ]
}
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AWS CodePipeline アイデンティティとアクセスに関
するトラブルシューティング
次の情報は、CodePipeline と IAM 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
• CodePipeline でアクションを実行する権限がない (p. 450)
• iam を実行する権限がない:PassRole (p. 450)
• 管理者として CodePipeline へのアクセスを他のユーザーに許可したい (p. 450)
• AWS アカウント以外の人が私の CodePipeline リソースにアクセスできるようにしたい (p. 451)

CodePipeline でアクションを実行する権限がない
AWS Management Console から、アクションを実行する権限がないと通知された場合、管理者に問い合わ
せ、サポートを依頼する必要があります。お客様のユーザー名とパスワードを発行したのが、担当の管理
者です。

以下の例のエラーは、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用してパイプラインの詳細を表示し
ようとしているが、 codepipeline:GetPipeline の許可がない場合に発生します。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 codepipeline:GetPipeline on resource: my-pipeline

この場合、Mateo は、codepipeline:GetPipeline アクションを使用して my-pipeline リソースへ
のアクセスが許可されるように、管理者にポリシーの更新を依頼します。

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ありませんというエラーが表示された場合、管理者に問い合
わせ、サポートを依頼する必要があります。お客様のユーザー名とパスワードを発行したのが、担当の管
理者です。そのユーザーにポリシーを更新して、CodePipeline にロールを渡すことができるようにするよ
うに依頼します。

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 CodePipeline 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、アクションには、サービスロールによってサービス
に許可が付与されている必要があります。Mary には、ロールをサービスに渡す許可がありません。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、Mary は iam:PassRole アクションの実行が許可されるように、担当の管理者にポリシーの更
新を依頼します。

管理者として CodePipeline へのアクセスを他のユーザーに許可
したい
CodePipeline へのアクセスを他のユーザーに許可するには、アクセスを必要とする人またはアプリケー
ションの IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) を作成する必要があります。ユーザーまたはアプリ
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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、CodePipeline 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 CodePipeline 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。

• CodePipeline がこれらの機能をサポートしているかどうかを確認するには、AWS CodePipeline と IAM 
の連携について (p. 426) をご参照ください。

• 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。

CodePipeline の許可に関するリファレンス
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) にアタッチできるアクセスコントロールの
設定やアクセス許可ポリシーのを作成する際に、以下の表をリファレンスとして使用します。この表に
は、各 CodePipeline API オペレーション、およびその実行のためのアクセス権限を付与できる対応する
アクションを示しています。リソースレベルのアクセス許可 に対応するオペレーションの場合、テーブル
にはアクセス許可を付与できる AWS リソースが一覧表示されます。アクションは、ポリシーの Action
フィールドで指定します。

リソースレベルのアクセス許可 とは、ユーザーがアクションを実行可能なリソースを指定できるアクセス
許可です。AWS CodePipeline では、リソースレベルのアクセス許可が部分的にサポートされます。これ
は、一部の AWS CodePipeline API コールでは、満たす必要がある条件、またはユーザーが使用できるリ
ソースに基づいて、ユーザーがそれらのアクションをいつ使用できるかを制御できることを意味します。
例えば、パイプラインの実行情報を一覧表示できるが、特定のパイプラインに限定するアクセス許可を
ユーザーに付与できます。

Note

[リソース] 列には、リソースレベルのアクセス許可をサポートする API コールに必要なリソース
が一覧表示されます。リソースレベルのアクセス許可をサポートしない API コールの場合は、
それを使用するためのアクセス許可をユーザーに付与できますが、ポリシーステートメントのリ
ソース要素でワイルドカード (*) を指定する必要があります。

CodePipeline API オペレーションおよびアクションで必要なアクセス権限
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AcknowledgeJob

アクション: codepipeline:AcknowledgeJob

特定のジョブに関する情報や、そのジョブがジョブワーカーで受け取られたかどうかについて表示す
るために必要です。カスタムアクションにのみ使用されます。

リソース: ポリシーの Resource 要素ではワイルドカード (*) のみがサポートされます。
AcknowledgeThirdPartyJob

アクション: codepipeline:AcknowledgeThirdPartyJob

ジョブワーカーが特定のジョブを受け取ったことを確認するために必要です。パートナーアクション
にのみ使用されます。

リソース: ポリシーの Resource 要素ではワイルドカード (*) のみがサポートされます。
CreateCustomActionType

アクション: codepipeline:CreateCustomActionType

AWS アカウントに関連付けられているすべてのパイプラインで使用できる新しいカスタムアクション
を作成するために必要です。カスタムアクションにのみ使用されます。

リソース:

アクションの種類

arn:aws:codepipeline:region:account:actionType:owner/category/provider/version
CreatePipeline

アクション: codepipeline:CreatePipeline

パイプラインを作成するために必要です。

リソース:

パイプライン

arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name
DeleteCustomActionType

アクション: codepipeline:DeleteCustomActionType

カスタムアクションを削除済みとしてマークするために必要です。カスタムアクションの
PollForJobs は、アクションが削除対象としてマークされた後は失敗します。カスタムアクション
にのみ使用されます。

リソース:

アクションの種類

arn:aws:codepipeline:region:account:actionType:owner/category/provider/version
DeletePipeline

アクション: codepipeline:DeletePipeline

パイプラインを削除するために必要です。

リソース:

パイプライン

arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name
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DeleteWebhook

アクション: codepipeline:DeleteWebhook

Webhook を削除するために必要です。

リソース:

Webhook

arn:aws:codepipeline:region:account:webhook:webhook-name
DeregisterWebhookWithThirdParty

アクション: codepipeline:DeregisterWebhookWithThirdParty

ウェブフックが削除される前に、CodePipeline によって作成されたウェブフックと検出されるイベン
トを持つ外部ツールとの間の接続を削除するために必要です。現在、アクションタイプをターゲット
とするウェブフックでのみサポートされていますGitHub。

リソース:

Webhook

arn:aws:codepipeline:region:account:webhook:webhook-name
DisableStageTransition

アクション: codepipeline:DisableStageTransition

パイプラインのアーティファクトが、パイプラインの次のステージに移行しないようにするために必
要です。

リソース:

パイプライン

arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name
EnableStageTransition

アクション: codepipeline:EnableStageTransition

パイプラインのアーティファクトが、パイプラインのステージに移行できるようにするために必要で
す。

リソース:

パイプライン

arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name
GetJobDetails

アクション: codepipeline:GetJobDetails

ジョブに関する情報を取得するために必要です。カスタムアクションにのみ使用されます。

リソース: リソースは必要ありません。
GetPipeline

アクション: codepipeline:GetPipeline

パイプライン ARN を含む、パイプラインの構造、ステージ、アクション、およびメタデータを取得
するために必要です。

リソース:
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パイプライン

arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name
GetPipelineExecution

アクション: codepipeline:GetPipelineExecution

パイプラインの実行に関する情報 (アーティファクト、パイプラインの実行 ID、パイプラインの名
前、バージョン、ステータスなど) を取得するために必要です。

リソース:

パイプライン

arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name
GetPipelineState

アクション: codepipeline:GetPipelineState

パイプラインの状態に関する情報 (ステージ、アクションなど) を取得するために必要です。

リソース:

パイプライン

arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name
GetThirdPartyJobDetails

アクション: codepipeline:GetThirdPartyJobDetails

サードパーティーアクションのジョブの詳細をリクエストするために必要です。パートナーアクショ
ンにのみ使用されます。

リソース: ポリシーの Resource 要素ではワイルドカード (*) のみがサポートされます。
ListActionTypes

アクション: codepipeline:ListActionTypes

アカウントに関連付けられたすべての CodePipeline のアクションの種類の概要を生成するために必要
です。

リソース:

アクションの種類

arn:aws:codepipeline:region:account:actionType:owner/category/provider/version
ListPipelineExecutions

アクション: codepipeline:ListPipelineExecutions

パイプラインの最新の実行の概要を生成するために必要です。

リソース:

パイプライン

arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name
ListPipelines

アクション: codepipeline:ListPipelines

アカウントに関連付けられたすべてのパイプラインの概要を生成するために必要です。

リソース:
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ワイルドカードを使用したパイプライン ARN (パイプライン名レベルのリソースレベルの許可はサ
ポートされていません)

arn:aws:codepipeline:region:account:*
ListTagsForResource

アクション: codepipeline:ListTagsForResource

指定したリソースのタグを一覧表示するために必要です。

リソース:

アクションの種類

arn:aws:codepipeline:region:account:actionType:owner/category/provider/version

パイプライン

arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name

Webhook

arn:aws:codepipeline:region:account:webhook:webhook-name
ListWebhooks

アクション: codepipeline:ListWebhooks

そのリージョンのアカウントの全ウェブフックの一覧表示に必要です。

リソース:

Webhook

arn:aws:codepipeline:region:account:webhook:webhook-name
PollForJobs

アクション:codepipeline:PollForJobs

CodePipeline が処理するジョブに関する情報を取得するために必要です。

リソース:

アクションの種類

arn:aws:codepipeline:region:account:actionType:owner/category/provider/version
PollForThirdPartyJobs

アクション: codepipeline:PollForThirdPartyJobs

ジョブワーカーが影響するサードパーティージョブが存在するかどうかを判断するために必要です。
パートナーアクションにのみ使用されます。

リソース: ポリシーの Resource 要素ではワイルドカード (*) のみがサポートされます。
PutActionRevision

アクション: codepipeline:PutActionRevision

ソースへの新しいリビジョンに関する情報を CodePipeline にレポートするために必要です。

リソース:

アクション

arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name/stage-name/action-name
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PutApprovalResult

アクション: codepipeline:PutApprovalResult

CodePipeline に対する手動の承認リクエストの応答をレポートするために必要です。有効な応答は
Approved および Rejectedです。

リソース:

アクション

arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name/stage-name/action-name

Note

この API コールはリソースレベルのアクセス権限をサポートします。ただし、IAM コ
ンソールまたは Policy Generator を使用して、リソース ARN を指定するポリシーを
"codepipeline:PutApprovalResult" で作成すると、エラーが発生する場合がありま
す。エラーが発生した場合は IAM コンソールの [JSON] タブまたは CLI を使用してポリシー
を作成することができます。

PutJobFailureResult

アクション: codepipeline:PutJobFailureResult

ジョブワーカーによってパイプラインに返されたジョブの失敗をレポートするために必要です。カス
タムアクションにのみ使用されます。

リソース: ポリシーの Resource 要素ではワイルドカード (*) のみがサポートされます。
PutJobSuccessResult

アクション: codepipeline:PutJobSuccessResult

ジョブワーカーによってパイプラインに返されたジョブの成功をレポートするために必要です。カス
タムアクションにのみ使用されます。

リソース: ポリシーの Resource 要素ではワイルドカード (*) のみがサポートされます。
PutThirdPartyJobFailureResult

アクション: codepipeline:PutThirdPartyJobFailureResult

ジョブワーカーによってパイプラインに返されるサードパーティージョブの失敗をレポートするため
に必要です。パートナーアクションにのみ使用されます。

リソース: ポリシーの Resource 要素ではワイルドカード (*) のみがサポートされます。
PutThirdPartyJobSuccessResult

アクション: codepipeline:PutThirdPartyJobSuccessResult

ジョブワーカーによってパイプラインに返されるサードパーティージョブの成功をレポートするため
に必要です。パートナーアクションにのみ使用されます。

リソース: ポリシーの Resource 要素ではワイルドカード (*) のみがサポートされます。
PutWebhook

アクション: codepipeline:PutWebhook

ウェブフックを作成するために必要です。

リソース:

Webhook

arn:aws:codepipeline:region:account:webhook:webhook-name
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RegisterWebhookWithThirdParty

アクション: codepipeline:RegisterWebhookWithThirdParty

リソース:

ウェブフックの作成後、ウェブフック URL を生成するために、サポートされるサードパーティを設定
することが必要です。

Webhook

arn:aws:codepipeline:region:account:webhook:webhook-name
RetryStageExecution

アクション: codepipeline:RetryStageExecution

ステージで最後に失敗したアクションを再試行することでパイプラインの実行を再開するために必要
です。

リソース:

パイプライン

arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name
StartPipelineExecution

アクション: codepipeline:StartPipelineExecution

指定されたパイプラインを開始するため (具体的には、パイプラインの一部として指定されたソースロ
ケーションへの最新のコミットの処理を開始するため) に必要です。

リソース:

パイプライン

arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name
TagResource

アクション: codepipeline:TagResource

指定されたリソースにタグを付けるために必要です。

リソース:

アクションの種類

arn:aws:codepipeline:region:account:actionType:owner/category/provider/version

パイプライン

arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name

Webhook

arn:aws:codepipeline:region:account:webhook:webhook-name
UntagResource

アクション: codepipeline:UntagResource

指定されたリソースにタグを付けるために必要です。

リソース:

アクションの種類
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arn:aws:codepipeline:region:account:actionType:owner/category/provider/version

パイプライン

arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name

Webhook

arn:aws:codepipeline:region:account:webhook:webhook-name
UpdatePipeline

アクション: codepipeline:UpdatePipeline

その構造を編集または変更して、指定のパイプラインを更新するために必要です。

リソース:

パイプライン

arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name

CodePipeline サービスロールを管理する
CodePipeline ロールは、パイプラインによって使用される AWS リソースへのアクセスをコントロールす
る 1 つ以上のポリシーで設定されています。このロールにさらにポリシーをアタッチする、ロールにア
タッチされているポリシーを編集する、または AWS の他のサービスロールのポリシーを設定することが
できます。また、パイプラインへクロスアカウントアクセスを設定する際に、ポリシーをロールにアタッ
チすることもできます。

Important

ポリシーステートメントを変更するか、他のポリシーをロールにアタッチすると、パイプライン
の動作が停止することがあります。CodePipeline のサービスロールは、必ず影響を理解した上で
変更するようにしてください。パイプラインは、必ずサービスロールに変更を加えてからテスト
します。
Note

コンソールでは、2018 年 9 月より前に作成されたサービスロールは、oneClick_AWS-
CodePipeline-Service_ID-Number という名前で作成されています。
2018 年 9 月以降に作成されたサービスロールは、サービスロール名の形式
AWSCodePipelineServiceRole-Region-Pipeline_Name を使用します。例え
ば、MyFirstPipeline という名前のパイプラインが eu-west-2 にある場合、コンソールは
ロールとポリシー AWSCodePipelineServiceRole-eu-west-2-MyFirstPipeline の名前
を付けます。

CodePipeline サービスロールからアクセス許可を削除する
サービスロールのステートメントを編集して、使用していないリソースへのアクセスを削除します。例え
ば、いずれのパイプラインにも Elastic Beanstalk が含まれていない場合は、ポリシーステートメントを編
集して Elastic Beanstalk リソースへのアクセスを許可するセクションを削除できます。

同様に、いずれのパイプラインにも CodeDeploy が含まれていない場合は、ポリシーステートメントを編
集して CodeDeploy リソースへのアクセスを許可するセクションを削除できます。

    { 
    "Action": [ 
        "codedeploy:CreateDeployment", 
        "codedeploy:GetApplicationRevision", 
        "codedeploy:GetDeployment", 
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        "codedeploy:GetDeploymentConfig", 
        "codedeploy:RegisterApplicationRevision" 
    ], 
    "Resource": "*", 
    "Effect": "Allow"
},

CodePipeline サービスロールにアクセス許可を追加する
サービスロールのポリシーステートメントはAWS のサービス、パイプラインで使用する前に、デフォルト
のサービスロールのポリシーステートメントに含まれていないサービスのアクセス許可で更新する必要が
あります。

これは、パイプラインで使用しているサービスロールのサポートが追加される前に、パイプラインで使用
しているサービスロールが作成された場合に特に重要ですAWS のサービス。CodePipeline

以下のテーブルは、他のへのサポートが追加された場合の例を示していますAWS のサービス。

AWS のサービス CodePipelineサポート日

AWS CloudFormationStackSetsアクション 2020 年 12 月 30 日

CodeCommitフルクローン出力アーティファクト
フォーマットの出力アーティファクト形式

2020 年 11 月 11 日

CodeBuildバッチビルド 2020 年 7 月 30 日

AWS AppConfig 2020年6月22日

AWS Step Functions 2020 年 5 月 27 日

AWSCodeStar コネクション 2019 年 12 月 18 日

CodeDeployToECS アクション 2018 年 11 月 27 日

Amazon ECR 2018 年 11 月 27 日

Service Catalog 2018 年 10 月 16 日

AWS Device Farm 2018 年 7 月 19 日

Amazon ECS 2017 年 12 月 12 日

CodeCommit 2016 年 4 月 18 日

AWS OpsWorks 2016 年 6 月 2 日

AWS CloudFormation 2016 年 11 月 3 日

AWS CodeBuild 2016 年 12 月 1 日

Elastic Beanstalk 初回サービスの起動

サポートされているサービスのアクセス許可を追加するには、次の手順に従います。

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

2. 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、ロールのリストから AWS-
CodePipeline-Service ロール を選択します。
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3. [アクセス権限] タブの [インラインポリシー] で、サービスロールポリシーの列の [ポリシーの編集] を選
択します。

4. [Policy Document] ボックスに必要なアクセス許可を追加します。

Note

IAM ポリシーを作成するとき、最小限の特権を認めるという標準的なセキュリティアドバイス
に従いましょう。そうすれば、タスクを実行するというリクエストのアクセス許可のみを認め
ることができます。一部の API コールはリソースベースのアクセス許可をサポートしており、
アクセスを制限できます。たとえば、この場合、DescribeTasks および ListTasks を呼び
出す際のアクセス許可を制限するために、ワイルドカード文字 (*) をリソース ARN またはワイ
ルドカード文字 (*) を含むリソース ARN に置き換えることができます。最小権限アクセスを付
与するポリシーの作成の詳細については、https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/ 
best-practices.html#grant-least-privilege を参照してください。

たとえば、CodeCommit がサポートされるように、以下をポリシーステートメントに追加します。

{ 
  "Effect": "Allow", 
  "Action": [   
      "codecommit:GetBranch", 
      "codecommit:GetCommit", 
      "codecommit:UploadArchive", 
      "codecommit:GetUploadArchiveStatus",       
      "codecommit:CancelUploadArchive" 
            ], 
  "Resource": "resource_ARN"
},

AWS OpsWorks がサポートされるように、以下をポリシーステートメントに追加します。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "opsworks:CreateDeployment", 
        "opsworks:DescribeApps", 
        "opsworks:DescribeCommands", 
        "opsworks:DescribeDeployments", 
        "opsworks:DescribeInstances", 
        "opsworks:DescribeStacks", 
        "opsworks:UpdateApp", 
        "opsworks:UpdateStack" 
    ], 
    "Resource": "resource_ARN"
},

AWS CloudFormation がサポートされるように、以下をポリシーステートメントに追加します。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "cloudformation:CreateStack", 
        "cloudformation:DeleteStack", 
        "cloudformation:DescribeStacks", 
        "cloudformation:UpdateStack", 
        "cloudformation:CreateChangeSet", 
        "cloudformation:DeleteChangeSet", 
        "cloudformation:DescribeChangeSet", 
        "cloudformation:ExecuteChangeSet", 
        "cloudformation:SetStackPolicy", 
        "cloudformation:ValidateTemplate", 
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        "iam:PassRole" 
    ], 
    "Resource": "resource_ARN"
},

CodeBuild がサポートされるように、以下をポリシーステートメントに追加します。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "codebuild:BatchGetBuilds", 
        "codebuild:StartBuild" 
    ], 
    "Resource": "resource_ARN"
},

Note

バッチビルド対応が後日追加されました。バッチビルドのサービスロールに追加する権限につ
いては、手順 11 を参照してください。

AWS Device Farm がサポートされるように、以下をポリシーステートメントに追加します。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "devicefarm:ListProjects", 
        "devicefarm:ListDevicePools", 
        "devicefarm:GetRun", 
        "devicefarm:GetUpload", 
        "devicefarm:CreateUpload", 
        "devicefarm:ScheduleRun" 
    ], 
    "Resource": "resource_ARN"
},

Service Catalog が対応されるように、以下をポリシーステートメントに追加します。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "servicecatalog:ListProvisioningArtifacts", 
        "servicecatalog:CreateProvisioningArtifact", 
        "servicecatalog:DescribeProvisioningArtifact", 
        "servicecatalog:DeleteProvisioningArtifact", 
        "servicecatalog:UpdateProduct" 
    ], 
    "Resource": "resource_ARN"
},
{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "cloudformation:ValidateTemplate" 
    ], 
    "Resource": "resource_ARN"
}

5. Amazon ECR がサポートされるように、以下をポリシーステートメントに追加します。

{ 
    "Effect": "Allow", 
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    "Action": [ 
        "ecr:DescribeImages" 
    ], 
    "Resource": "resource_ARN"
},

6. Amazon ECS では、Amazon ECS デプロイアクションを使用してパイプラインを作成するために必要
な最小限のアクセス権限は次のとおりです。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "ecs:DescribeServices", 
        "ecs:DescribeTaskDefinition", 
        "ecs:DescribeTasks", 
        "ecs:ListTasks", 
        "ecs:RegisterTaskDefinition", 
        "ecs:UpdateService" 
    ], 
    "Resource": "resource_ARN"
},

また、タスクに IAMロールを使用するための iam:PassRole アクセス許可を追加する必要がありま
す。詳細については、「Amazon ECS タスク実行 IAM ロールそしてタスクの IAM ロール」を参照して
ください。以下のポリシーテキストを使用します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::aws_account_ID:role/ecsTaskExecutionRole_or_TaskRole_name" 
            ] 
        } 
    ]
}

7. CodeDeployToECSアクション (Blue/Green デプロイ) では、Amazon ECS への Blue/
GreenCodeDeploy デプロイアクションを持つパイプラインを作成するために必要な最小限のアクセス
許可は次のとおりです。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "codedeploy:CreateDeployment", 
        "codedeploy:GetDeployment", 
        "codedeploy:GetApplication", 
        "codedeploy:GetApplicationRevision", 
        "codedeploy:RegisterApplicationRevision", 
        "codedeploy:GetDeploymentConfig", 
        "ecs:RegisterTaskDefinition" 
    ], 
    "Resource": "resource_ARN"
},

また、タスクに IAMロールを使用するための iam:PassRole アクセス許可を追加する必要がありま
す。詳細については、「Amazon ECS タスク実行 IAM ロールそしてタスクの IAM ロール」を参照して
ください。以下のポリシーテキストを使用します。
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::aws_account_ID:role/ecsTaskExecutionRole_or_TaskRole_name" 
            ] 
        } 
    ]
}

この例に示すように、ecs-tasks.amazonaws.com を iam:PassedToService 条件下のサービスの
リストへ追加することができます。

{ 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": "resource_ARN", 
            "Condition": { 
                "StringEqualsIfExists": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
                        "cloudformation.amazonaws.com", 
                        "elasticbeanstalk.amazonaws.com", 
                        "ec2.amazonaws.com", 
                        "ecs-tasks.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        },

8. AWSCodeStar の接続の場合、Bitbucket などの接続を使用するソースとのパイプラインを作成するに
は、次のアクセス許可が必要です。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "codestar-connections:UseConnection" 
    ], 
    "Resource": "resource_ARN"
},

接続に関する IAM アクセス許可の詳細については、「接続のアクセス許可のリファレンス」を参照して
ください。

9. StepFunctions アクションでは、Step Functions 呼び出しアクションを使用してパイプラインを作成
するために必要な最小限のアクセス許可は次のとおりです。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "states:DescribeStateMachine", 
        "states:DescribeExecution", 
        "states:StartExecution" 
    ], 
    "Resource": "resource_ARN"
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},

10.AppConfigこのアクションでは、AWSAppConfig呼び出しアクションを使用してパイプラインを作成す
るために必要な最小限のアクセス許可は次のとおりです。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "appconfig:StartDeployment", 
        "appconfig:GetDeployment", 
        "appconfig:StopDeployment" 
    ], 
    "Resource": "resource_ARN"
},

11.CodeBuildバッチビルドへ対応については、以下をポリシーステートメントに追加します。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "codebuild:BatchGetBuildBatches", 
        "codebuild:StartBuildBatch" 
    ], 
    "Resource": "resource_ARN"
},

12.AWS CloudFormationStackSetsアクションの場合、以下の最小権限が必要です。
• CloudFormationStackSet のアクションについては、以下をポリシーステートメントに追加しま

す。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "cloudformation:CreateStackSet", 
        "cloudformation:UpdateStackSet", 
        "cloudformation:CreateStackInstances", 
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation", 
        "cloudformation:DescribeStackSet", 
        "cloudformation:ListStackInstances" 
    ], 
    "Resource": "resource_ARN"
},

• CloudFormationStackInstances のアクションについては、以下をポリシーステートメントに追
加します。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "cloudformation:CreateStackInstances", 
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation" 
    ], 
    "Resource": "resource_ARN"
},

13.CodeCommitフルクローンオプションをサポートするために、ポリシーステートメントに以下を追加し
てください。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
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        "codecommit:GetRepository" 
    ], 
    "Resource": "resource_ARN"
},

Note

CodeBuildCodeCommitアクションでソースの完全複製オプションを使用できるようにするに
は、codecommit:GitPullCodeBuildプロジェクトのサービスロールのポリシーステートメン
トに権限を追加する必要もあります。

14.Elastic Beanstalk では、ElasticBeanstalk デプロイアクションを使用してパイプラインを作成する
ために必要な最小限のアクセス許可は次のとおりです。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "elasticbeanstalk:*", 
        "ec2:*", 
        "elasticloadbalancing:*", 
        "autoscaling:*", 
        "cloudwatch:*", 
        "s3:*", 
        "sns:*", 
        "cloudformation:*", 
        "rds:*", 
        "sqs:*", 
        "ecs:*" 
    ], 
    "Resource": "resource_ARN"
},

Note

リソースポリシーのワイルドカードは、アクセスを制限するアカウントのリソースに置き換
える必要があります。最小権限アクセスを付与するポリシーの作成の詳細については、https:// 
docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#grant-least-privilege を参照し
てください。

15.[Review policy] (ポリシーの確認) を選択して、ポリシーにエラーがないことを確認します。ポリシーに
エラーがなければ、ポリシーの適用 を選択します。

CodePipelineでのログ記録とモニタリング
AWS のロギング機能を使用すると、ユーザーがアカウントで実行したアクションや使用されたリソースを
確認できます。ログファイルは次の情報を表示します：

• アクションが実行された日時。
• アクションのソース IP アドレス。
• 不適切なアクセス権限が理由で失敗したアクション。

AWS のサービスロギング機能は次ので使用できます。

• AWS CloudTrailを使用して、によって、またはそれに代わるチームによって行われたAWS API コールお
よび関連イベントAWS アカウント。詳細については、「による CodePipeline API 呼び出しのロギング
AWS CloudTrail (p. 403)」を参照してください。

• AmazonCloudWatch Eventsは、AWS クラウドリソースおよびで実行しているアプリケーショ
ンをリアルタイムでモニタリングすることができますAWS。定義したメトリクスに基づい
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て、AmazonCloudWatch Events でアラートを作成できます。詳細については、「 CodePipeline イベン
トのモニタリング (p. 385)」を参照してください。

AWS CodePipeline のコンプライアンス検証
AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象であるかどうかを確認するには、「コンプ
ライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス のサービス」をご覧いただき、関心のあるコ
ンプライアンスプログラムを選択してください。一般的な情報については、AWS コンプライアンスプログ
ラムを参照してください。

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact におけるダウンロードレポート」を参照してください。

AWS のサービス を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンス
に役立つ次のリソースを提供しています。

• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキテ
クチャ上の考慮事項について説明し、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン環
境を AWS にデプロイするためのステップを示します。

• 「アマゾン ウェブ サービスでの HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのためのアーキテクチャ」 
– このホワイトペーパーは、企業が AWS を使用して HIPAA 対象アプリケーションを作成する方法を説
明しています。

Note

すべての AWS のサービス が HIPAA 適格であるわけではありません。詳細については、
「HIPAA 対応サービスのリファレンス」を参照してください。

• AWS コンプライアンスのリソース– このワークブックおよびガイドのコレクションは、顧客の業界と拠
点に適用されるものである場合があります。

• AWS Config デベロッパーガイドのルールでのリソースの評価 - AWS Config サービスでは、自社のプラ
クティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価します。

• AWS Security Hub – この AWS のサービス は、AWS 内のセキュリティ状態の包括的なビューを提供
します。Security Hub では、セキュリティコントロールを使用して AWS リソースを評価し、セキュリ
ティ業界標準とベストプラクティスに対するコンプライアンスをチェックします。サポートされている
サービスとコントロールのリストについては、「Security Hub のコントロールリファレンス」を参照し
てください。

• AWS Audit Manager - この AWS のサービス は AWS の使用状況を継続的に監査し、リスクの管理方法
やコンプライアンスを業界スタンダードへの準拠を簡素化するために役立ちます。

AWS CodePipeline 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 AWS 中心
に構築されます。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。
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AWS CodePipeline 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 CodePipeline は、「Amazon Web Services: Overview of Security 
Processes」(アマゾン ウェブ サービス: セキュリティプロセスの概要) ホワイトペーパーに記載されてい
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 公開版 API コールを使用して、ネットワーク経由で CodePipeline にアクセスします。クライアント
で Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS 1.2 以降が推奨さ
れています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE) 
などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされている必要
があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされています。

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。

セキュリティベストプラクティス
CodePipeline には、独自のセキュリティポリシーを開発および実装する際に考慮する必要のあるいくつか
のセキュリティ機能が用意されています。以下のベストプラクティスは一般的なガイドラインであり、完
全なセキュリティソリューションに相当するものではありません。これらのベストプラクティスは顧客の
環境に必ずしも適切または十分でない可能性があるので、処方箋ではなく、あくまで有用な検討事項とお
考えください。

パイプラインに接続するソースリポジトリには暗号化と認証を使用します。こちらがセキュリティで使用
する CodePipeline のベストプラクティスです。

• トークンやパスワードなどのシークレットを含める必要があるパイプラインまたはアクション設定を作
成する場合、情報がログに表示されるため、CloudFormationアクション設定または設定にシークレット
を直接入力しないでください。Secrets Managerを使用してシークレットを設定および保存し、で説明
されているように、AWS Secrets Manager を使用してデータベースパスワードまたはサードパーティー
の API キーを追跡する (p. 421)参照されているシークレットをパイプラインとアクションの設定で使
用します。

• S3 ソースバケットを使用するパイプラインを作成する場合は、で説明されているよう
に、CodePipelineAWS KMS keys管理によって Amazon S3 に保存されているアーティファクトのサー
バー側の暗号化を設定しますAmazon S3 に保存したアーティファクトのサーバー側の暗号化を設定しま
すCodePipeline (p. 419)。

• Jenkins アクションプロバイダを使用しており、Jenkins ビルドプロバイダをパイプラインのビルドま
たはテスト作業に使用する際は、ECS インスタンスに Jenkins をインストールし、別の EC2 インスタ
ンスプロファイルを構成してください。インスタンスプロファイルによって Jenkins に付与されている 
AWS アクセス許可は、Amazon S3 からファイルを取得するなどプロジェクトのタスクを実行するため
に必要なもののみであることを確認してください。Jenkins インスタンスプロファイルのロールを作成
する方法については、「Jenkins 統合に使用する IAM ロールを作成する (p. 63)」のステップを参照して
ください。
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AWS CodePipeline コマンドラインリ
ファレンス

このリファレンスは、AWS CodePipeline コマンドを使用する際に AWS CLI ユーザーガイドと AWS CLI 
リファレンスに記載している情報の補足として使用してください。

AWS CLI を使用する前に、「CodePipeline の開始方法 (p. 16)」の前提条件を満たしていることを確認し
てください。

使用可能なすべての CodePipeline コマンドのリストを表示するには、次のコマンドを実行します。

aws codepipeline help

特定の CodePipeline コマンドに関する情報を表示するには、command-name が以下に表示されているい
ずれかのコマンドの名前 (たとえば、create-pipeline) である次のコマンドを実行します。

aws codepipeline command-name help

CodePipeline の AWS CLI 拡張でコマンドを使用する方法については、次のセクションで確認できます。

• カスタムアクションを作成する (p. 326)
• パイプラインを作成する (CLI) (p. 221)
• パイプラインを削除する (CLI) (p. 245)
• 移行を無効化または有効化する (CLI) (p. 384)
• パイプラインの詳細と履歴を表示する (CLI) (p. 236)
• 失敗したアクションを再試行する (CLI) (p. 354)
• パイプラインを手動で開始する (CLI) (p. 206)
• パイプラインを編集する (AWS CLI) (p. 226)

また、「CodePipeline チュートリアル (p. 38)」では、これらのコマンドの基本的な使用例について確認で
きます。

API バージョン 2015-07-09
468

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/


AWS CodePipeline ユーザーガイド
での有効なアクションタイプとアクション

タイプとアクションタイプは、 CodePipeline

CodePipeline パイプライン構造リ
ファレンス

デフォルトでは、AWS CodePipeline に正常に作成されたパイプラインには、有効な構造が含まれます。
ただし、JSON ファイルを手動で作成または編集して、AWS CLI からパイプラインを作成または更新する
場合、意図せずに無効な構造が作成される場合があります。次のリファレンスは、パイプライン構造の要
件や、問題のトラブルシューティング方法を理解するのに役立ちます。すべてのパイプラインに適用され
る のクォータAWSCodePipeline (p. 586) の制約を参照してください。

トピック
• での有効なアクションタイプとアクションタイプとアクションタイプは、 CodePipeline (p. 469)
• CodePipeline でのパイプラインおよびステージ構造の要件 (p. 472)
• アクション構造の要件 CodePipeline (p. 474)

での有効なアクションタイプとアクションタイプと
アクションタイプは、 CodePipeline

パイプライン構造の形式は、パイプラインのアクションとステージをビルドするために使用します。アク
ションタイプは、アクションカテゴリとアクションプロバイダータイプの組み合わせで構成されます。

CodePipeline の有効なアクションカテゴリは以下のとおりです。

• ソース
• ビルド
• テスト
• デプロイ
• 承認
• Invoke

アクションカテゴリごとにプロバイダーのセットが指定されています。Amazon S3 など、各アクションプ
ロバイダーには、パイプライン構造のアクションカテゴリの Provider フィールドで使用する必要がある
プロバイダー名 (S3 など) があります。

パイプライン構造のアクションカテゴリセクションの Owner フィールドに
は、AWS、ThirdParty、Custom の 3 つの有効な値があります。

アクションプロバイダーのプロバイダー名と所有者情報を検索する方法については、「アクション構造リ
ファレンス (p. 482)」または「各アクションタイプの入出力アーティファクトの数 (p. 478)」を参照し
てください。

次の表は、アクションタイプ別の有効なプロバイダーのリストです。

Note

Bitbucket GitHub、 GitHub またはEnterprise Serverアクションタイプについて
は、CodeStarSourceConnection Bitbucket、 GitHub、 GitHub およびエンタープライズサーバー
アクション用 (p. 536)アクションリファレンストピックを参照してください。
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タイプとアクションタイプは、 CodePipeline

アクションタイプ別の有効なアクションプロバイダー

アクションカテゴ
リ

有効なアクションプロバイダー アクションリファ
レンス

Amazon S3 Amazon S3 
ソースアクショ
ン (p. 495)

Amazon ECR Amazon 
ECR (p. 482)

CodeCommit CodeCommit (p. 529)

ソース

CodeStarSourceConnection (Bitbucket、 GitHub、 GitHub エ
ンタープライズサーバーアクション用)

CodeStarSourceConnection 
Bitbucket、 
GitHub、 GitHub 
およびエンター
プライズサー
バーアクション
用 (p. 536)

CodeBuild AWS 
CodeBuild (p. 525)

カスタム CloudBees 各アクションタイ
プの入出力アー
ティファクトの
数 (p. 478)

カスタム Jenkins 各アクションタイ
プの入出力アー
ティファクトの
数 (p. 478)

ビルド

カスタム TeamCity 各アクションタイ
プの入出力アー
ティファクトの
数 (p. 478)

CodeBuild AWS 
CodeBuild (p. 525)

AWS Device Farm 各アクションタイ
プの入出力アー
ティファクトの
数 (p. 478)

カスタム BlazeMeter 各アクションタイ
プの入出力アー
ティファクトの
数 (p. 478)

ThirdParty GhostInspector 各アクションタイ
プの入出力アー
ティファクトの
数 (p. 478)

テスト

カスタム Jenkins 各アクションタイ
プの入出力アー
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アクションカテゴ
リ

有効なアクションプロバイダー アクションリファ
レンス
ティファクトの
数 (p. 478)

ThirdParty StormRunner マイクロフォーカスロード 各アクションタイ
プの入出力アー
ティファクトの
数 (p. 478)

ThirdParty Nouvolテストアクション 各アクションタイ
プの入出力アー
ティファクトの
数 (p. 478)

ThirdParty テストアクションの実行 各アクションタイ
プの入出力アー
ティファクトの
数 (p. 478)

Amazon S3 Amazon S3 デ
プロイアクショ
ン (p. 492)

AWS CloudFormation AWS 
CloudFormation (p. 501)

CodeDeploy 各アクションタイ
プの入出力アー
ティファクトの
数 (p. 478)

Amazon ECS 各アクションタイ
プの入出力アー
ティファクトの
数 (p. 478)

Amazon ECS (Blue/Green) (これは CodeDeployToECS アク
ションです)

各アクションタイ
プの入出力アー
ティファクトの
数 (p. 478)

Elastic Beanstalk 各アクションタイ
プの入出力アー
ティファクトの
数 (p. 478)

AWS AppConfig AWS 
AppConfig (p. 498)

デプロイ

AWS OpsWorks 各アクションタイ
プの入出力アー
ティファクトの
数 (p. 478)
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アクションカテゴ
リ

有効なアクションプロバイダー アクションリファ
レンス

Service Catalog 各アクションタイ
プの入出力アー
ティファクトの
数 (p. 478)

Amazon Alexa 各アクションタイ
プの入出力アー
ティファクトの
数 (p. 478)

カスタム XebiaLabs 各アクションタイ
プの入出力アー
ティファクトの
数 (p. 478)

承認 手動 各アクションタイ
プの入出力アー
ティファクトの
数 (p. 478)

AWS Lambda AWS 
Lambda (p. 546)

Invoke

AWS Step Functions AWS Step 
Functions (p. 551)

CodePipeline の一部のアクションタイプは、限定されたAWSリージョンでのみ使用できます。AWS リー
ジョンでアクションタイプが使用できても、そのアクションタイプの AWS プロバイダーが使用できない
場合があります。

各アクションプロバイダーの詳細については、「CodePipeline アクションタイプとの統合 (p. 20)」を参照
してください。

以下のセクションでは、アクションタイプ別のプロバイダー情報と設定プロパティの例を示します。

CodePipeline でのパイプラインおよびステージ構
造の要件

2 ステージパイプラインの基本構造は次のとおりです。

{ 
    "roleArn": "An IAM ARN for a service role, such as arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/
CodePipeline_Service_Role", 
    "stages": [ 
        { 
            "name": "SourceStageName", 
            "actions": [ 
            ... See ########## CodePipeline ... 
            ] 
        }, 
        { 
            "name": "NextStageName", 
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            "actions": [ 
            ... See ########## CodePipeline ... 
            ] 
        } 
    ], 
    "artifactStore": { 
        "type": "S3", 
        "location": "The name of the Amazon S3 bucket automatically generated for you the 
 first time you create a pipeline 
            using the console, such as codepipeline-us-east-2-1234567890, or any Amazon S3 
 bucket you provision for this purpose" 
    }, 
    "name": "YourPipelineName", 
    "version": 1
}

パイプライン構造には、次の要件があります。

• パイプラインには、少なくとも 2 つのステージが含まれている必要がある
• パイプラインの最初のステージには、少なくとも 1 つのソースアクションが含まれている必要がある 

ソースアクションのみを含めることができる
• ソースアクションを含むことができるのは、パイプラインの最初のステージのみである
• 各パイプラインの少なくとも 1 つのステージに、ソースアクション以外のアクションが含まれている必

要がある
• パイプライン内のすべてのステージ名は一意である必要がある
• ステージ名は、 CodePipeline コンソール内で編集することはできません。AWS CLI を使用してステー

ジ名を編集し、そのステージに 1 つ以上のシークレットパラメータ (OAuth トークンなど) を持つアク
ションが含まれる場合、そのシークレットパラメータの値は保持されません。パラメータ値 (AWS CLI 
よって返される JSON で、4 つのアスタリスクでマスクされている) は手動で入力し、JSON 構造に含め
る必要があります。

• この artifactStore フィールドには、同じ AWS リージョン内のすべてのアクションを持つパイプラ
インのアーティファクトバケットタイプと場所が含まれます。パイプラインとは異なるリージョンにア
クションを追加すると、artifactStores マッピングを使用して、アクションが実行される各 AWS 
リージョンのアーティファクトバケットが一覧表示されます。パイプラインを作成または編集する場合
は、パイプラインリージョンにアーティファクトバケットが必要であり、アクションを実行する予定の
リージョンごとに 1 つのアーティファクトバケットが必要です。

以下の例では、artifactStores パラメータを使用するクロスリージョンアクションを含むパイプラ
インの基本構造を示しています。

    "pipeline": { 
        "name": "YourPipelineName", 
        "roleArn": "CodePipeline_Service_Role", 
        "artifactStores": { 
            "us-east-1": { 
                "type": "S3", 
                "location": "S3 artifact bucket name, such as codepipeline-us-
east-1-1234567890" 
            }, 
            "us-west-2": { 
                "type": "S3", 
                "location": "S3 artifact bucket name, such as codepipeline-us-
west-2-1234567890" 
            } 
        }, 
        "stages": [ 
            {

...
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• パイプラインメタデータフィールドはパイプライン構造とは異なり、編集することはできません。パイ
プラインを更新すると、updated メタデータフィールドの日付が自動的に変更されます。

• パイプラインを編集または更新する場合、パイプライン名は変更できません。
Note

既存のパイプラインの名前を変更するには、CLI get-pipeline コマンドを使用して、パイプ
ライン構造を含む JSON ファイルを作成します。次に、CLI create-pipeline コマンドを使
用してその構造を持つ新しいパイプラインを作成し、新しい名前を付けます。

パイプラインのバージョン番号は自動的に生成され、パイプラインを更新するたびに更新されます。

アクション構造の要件 CodePipeline
アクション構造の概要は次のとおりです。

[ 
                { 
                   "inputArtifacts": [ 
                         An input artifact structure, if supported for the action category
                    ], 
                   "name": "ActionName", 
                   "region": "Region",  
                   "namespace": "source_namespace",  
                   "actionTypeId": { 
                        "category": "An action category", 
                        "owner": "AWS", 
                        "version": "1" 
                        "provider": "A provider type for the action category", 
                   }, 
                   "outputArtifacts": [ 
                         An output artifact structure, if supported for the action category
                   ], 
                   "configuration": { 
                         Configuration details appropriate to the provider type
                   }, 
                   "runOrder": A positive integer that indicates the run order within the 
 stage, 
                } 
            ]

このプロバイダータイプに該当する configuration の例の詳細一覧については、「プロバイダータイプ
別の設定の詳細 (p. 480)」を参照してください。

アクション構造には、次の要件があります。

• ステージ内のすべてのアクション名は一意である必要がある
• アクションの入力アーティファクトは、前述のアクションで宣言された出力アーティファクトと完全に

一致する必要がある 例えば、前述のアクションに次の宣言が含まれているとします。

"outputArtifacts": [ 
    { 
    "MyApp" 
    }
],

それ以外に出力アーティファクトが存在しない場合、次のアクションの入力アーティファクトは以下の
ようになります。
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"inputArtifacts": [ 
    { 
    "MyApp" 
    }
],

これは、同じステージか、それ以降のステージかにかかわらず、すべてのアクションで当てはまります
が、入力アーティファクトは、出力アーティファクトを提供したアクションからの厳密なシーケンスに
おける次のアクションである必要はありません。アクションは並行して、異なる出力アーティファクト
バンドルを宣言することがあります。これらは、以下のアクションによって順番に消費されます。

• 出力アーティファクト名は、パイプライン内で一意である必要があります。例えば、パイプラインには
出力アーティファクト "MyApp" を含むアクションと、出力アーティファクト "MyBuiltApp" を含む別
のアクションが含まれる場合があります。ただし、いずれも出力アーティファクト "MyApp" を持つ 2 
つのアクションを、パイプラインに含めることはできません。

• クロスリージョンアクションでは、Region フィールドを使用して、アクションが作成される AWS 
リージョンを指定します。このアクション用に作成された AWS リソースは、region フィールドで指
定されているリージョンと同じリージョンに作成する必要があります。以下のアクションタイプのクロ
スリージョンアクションは作成できません。
• ソースアクション
• サードパーティープロバイダーによるアクション
• カスタムプロバイダーによるアクション

• アクションは変数で設定できます。namespace フィールドを使用して、実行変数の名前空間と変数の
情報を設定します。実行変数とアクション出力変数のリファレンス情報については、「可変 (p. 573)」
を参照してください。

• 現在サポートされているすべてのアクションタイプで、有効な所有者の文字列
は、AWS、ThirdParty、または Custom のみです。詳細については、CodePipeline API リファレン
スを参照してください。

• アクションの runOrder のデフォルト値は 1 です。値は、正の整数 (自然数) にする必要があります。
分数、10 進数、負の数値、ゼロを使用することはできません。アクションのシリアルシーケンスを指定
するには、最初のアクションに最小値を使用し、シーケンスの残りの各アクションにそれより大きい数
値を使用します。並列アクションを指定するには、並列に実行する各アクションに同一の整数を使用し
ます。コンソールで、実行するステージのレベルで [アクショングループを追加する] を選択して、アク
ションのシリアルシーケンスを指定できます。[アクションを追加する] を選択して、並列シーケンスを
指定することもできます。[アクショングループ] は、同じレベルにある 1 つ以上のアクションの実行順
序を指します。

例えば、3 つのアクションをステージのシーケンスで実行する場合、最初のアクションの runOrder
値には 1 を、2 番目のアクションの runOrder 値には 2 を、3 番目のアクションの runOrder 値には 
3 を指定します。ただし、2 番目と 3 番目のアクションを並列に実行する場合、最初のアクションの
runOrder 値には 1 を、2 番目と 3 番目のアクションの runOrder 値にはいずれも 2 を指定します。

Note

シリアルアクションの番号付けは、厳密なシーケンスである必要はありません。例えば、シー
ケンスに 3 つのアクションがあり、2 番目のアクションを削除する場合、3 番目のアクション
の runOrder 値の番号付けをやり直す必要はありません。アクション (3) の runOrder の値
は、最初のアクション (1) の runOrder の値より大きいため、ステージの最初のアクションが
実行されてから順番に実行されます。

• デプロイ場所として Amazon S3 バケットを使用するときは、オブジェクトキーも指定します。オブ
ジェクトキーはファイル名 (オブジェクト) にするか、プレフィックス (フォルダパス) とファイル名の
組み合わせにすることができます。変数を使用して、パイプラインで使用する場所の名前を指定できま
す。Amazon S3 のデプロイアクションでは、Amazon S3 オブジェクトキーでの以下の変数の使用がサ
ポートされます。
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Amazon S3 での変数の使用

変数 コンソール入力の例 出力

datetime js-application/{datetime}.zip この形式の UTC タイムスタンプ: 
<YYYY>-<MM>-DD>_<HH>-<MM>-<SS>

例:

js-application/2019-01-10_07-39-57.zip

uuid js-application/{uuid}.zip UUID は、他のすべての識別子と異なるこ
とが保証されるグローバル一意識別子で
す。この形式の UUID (すべての桁は 16 
進形式): <8 桁>-<4 桁>-4 桁>-<4 桁>-<12 
桁>

例:

js-application/54a60075-b96a-4bf3-9013-
db3a9EXAMPLE.zip

• actionTypeId CodePipeline以下が有効なカテゴリです。
• Source

• Build

• Approval

• Deploy

• Test

• Invoke

一部のプロバイダータイプと設定オプションを以下に示します。
• アクションカテゴリの有効なプロバイダータイプは、カテゴリによって異なります。例えば、ソース

アクションタイプの場合、有効なプロバイダータイプは S3、GitHub、CodeCommit、または Amazon 
ECR です。この例は、S3 プロバイダーのソースアクションの構造を示しています。

"actionTypeId": { 
  "category": "Source", 
  "owner": "AWS", 
  "version": "1", 
  "provider": "S3"},

• 各アクションには有効なアクション設定が必要です。この設定は、アクションのプロバイダータイプに
よって異なります。次の表は、有効な各プロバイダータイプで必要なアクション設定要素を示していま
す。

プロバイダータイプのアクション設定プロパティ

プロバイダー
名

アクションタイプでの
プロバイダー名

設定プロパティ 必須プロパティか
どうか

Amazon S3 
(デプロイア
クションプロ
バイダー)

Amazon S3 デプロイアクションパラメータに関連する例などの詳細については、
「Amazon S3 デプロイアクション (p. 492)」を参照してください。

Amazon S3 
(ソースアク

Amazon S3 ソースアクションパラメータに関連する例などの詳細については、
「Amazon S3 ソースアクション (p. 495)」を参照してください。
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プロバイダー
名

アクションタイプでの
プロバイダー名

設定プロパティ 必須プロパティか
どうか

ションプロバ
イダー)

Amazon ECR Amazon ECR パラメータに関連する例などの詳細については、「Amazon 
ECR (p. 482)」を参照してください。

CodeCommit CodeCommit パラメータに関連する例を含む詳細については、を参照してくださ
いCodeCommit (p. 529)。

GitHub GitHub パラメータに関連する例を含む詳細については、を参照してくださいGitHub
バージョン 1 のソースアクション構造のリファレンス (p. 594)。

AWS 
CloudFormation

AWS CloudFormation パラメータに関連する例などの詳細については、「AWS 
CloudFormation (p. 501)」を参照してください。

CodeBuild CodeBuild パラメータに関連する詳細な説明と例については、「」を参照してくださ
いAWS CodeBuild (p. 525)。

CodeDeploy CodeDeploy パラメータに関連する詳細な説明と例については、「」を参照してくだ
さいAWS CodeDeploy (p. 533)。

AWS Device 
Farm

AWS Device Farm パラメータに関連する詳細な説明と例については、「AWS Device 
Farm (p. 541)」を参照してください。

ApplicationName 必須AWS Elastic 
Beanstalk

ElasticBeanstalk

EnvironmentName 必須

AWS Lambda AWS Lambda パラメータに関連する例などの詳細については、「AWS 
Lambda (p. 546)」を参照してください。

Stack 必須

Layer 任意

AWS 
OpsWorks 
Stacks

OpsWorks

App 必須

Amazon ECS Amazon ECS パラメータに関連する詳細な説明と例については、「Amazon Elastic 
Container Service (p. 489)」を参照してください。

Amazon 
ECS と 
CodeDeploy 
(Blue/Green)

Amazon ECS と CodeDeploy Blue/Green パラメータに関連する詳細な説明と例につ
いては、「」を参照してくださいAmazon Elastic Container ServiceCodeDeploy と
Blue-Green (p. 485)。

TemplateFilePath 必須

ProductVersionName 必須

ProductType 必須

ProductVersionDescription 任意

Service 
Catalog

ServiceCatalog

ProductId 必須

ClientId 必須Alexa Skills 
Kit

AlexaSkillsKit

ClientSecret 必須
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プロバイダー
名

アクションタイプでの
プロバイダー名

設定プロパティ 必須プロパティか
どうか

RefreshToken 必須

SkillId 必須

Jenkins Joukins CodePipeline 
のプラグインで
指定したアクショ
ンの名前 (たとえ
ば、MyJenkinsProviderName

ProjectName 必須

CustomData 任意

ExternalEntityLink 任意

手動承認 Manual

NotificationArn 任意

トピック
• 各アクションタイプの入出力アーティファクトの数 (p. 478)
• PollForSourceChanges パラメータのデフォルト設定 (p. 479)
• プロバイダータイプ別の設定の詳細 (p. 480)

各アクションタイプの入出力アーティファクトの数
アクションタイプによっては、入出力アーティファクトの数は以下にすることができます。

アーティファクトのアクションタイプの制約

所有者 アクションのタイ
プ

プロバイダー 入力アーティファ
クト有効な数

出力アーティファ
クトの有効な数

AWS ソース Amazon S3 0 1

AWS ソース CodeCommit 0 1

AWS ソース Amazon ECR 0 1

ThirdParty ソース GitHub 0 1

AWS ビルド CodeBuild 1～5 0～5

AWS テスト CodeBuild 1～5 0～5

AWS テスト AWS Device Farm 1 0

AWS 承認 手動 0 0

AWS デプロイ Amazon S3 1 0

AWS デプロイ AWS 
CloudFormation

0～10 0～1

AWS デプロイ CodeDeploy 1 0
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所有者 アクションのタイ
プ

プロバイダー 入力アーティファ
クト有効な数

出力アーティファ
クトの有効な数

AWS デプロイ AWS Elastic 
Beanstalk

1 0

AWS デプロイ AWS OpsWorks 
Stacks

1 0

AWS デプロイ Amazon ECS 1 0

AWS デプロイ Service Catalog 1 0

AWS Invoke AWS Lambda 0～5 0〜5

ThirdParty デプロイ Alexa Skills Kit 1～2 0

Custom ビルド Jenkins 0～5 0～5

Custom テスト Jenkins 0～5 0〜5

Custom サポートされてい
るすべてのカテゴ
リ

カスタムアクショ
ンで指定

0～5 0〜5

PollForSourceChanges パラメータのデフォルト設定
PollForSourceChanges パラメータのデフォルト設定は、以下の表に示すように、パイプラインの作成
に使用した方法によって決まります。多くの場合、PollForSourceChanges パラメータはデフォルトで 
true になるため、無効にする必要があります。

PollForSourceChanges パラメータがデフォルトで true になる場合は、以下の操作を行う必要がありま
す。

• PollForSourceChanges パラメータを JSON ファイルまたは AWS CloudFormation テンプレートに
追加します。

• 変更検出リソース (必要に応じてCloudWatch Events ルール) を作成します。
• PollForSourceChanges パラメータを false に設定します。

Note

CloudWatch Events ルールまたはウェブフックを作成する場合は、このパラメータを false に
設定してパイプラインが複数回トリガーされるのを避ける必要があります。

PollForSourceChanges パラメータは、Amazon ECR ソースアクションには使用されません。

• PollForSourceChanges パラメータデフォルト

ソース 作成方法 JSON 構造の出力の設定例

パイプラインはコンソールで作成されます (変更
検出リソースもコンソールで作成されます)。パラ
メータは、パイプライン構造の出力に表示され、
デフォルトで false になります。

BranchName": "main",  
"PollForSourceChanges": 
 "false",
"RepositoryName": "my-repo"

CodeCommit

パイプラインは CLI または AWS CloudFormation 
で作成されます。PollForSourceChanges パラ BranchName": "main",  
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ソース 作成方法 JSON 構造の出力の設定例
メータは JSON 出力に表示されませんが、true
に設定されます²。

"RepositoryName": "my-repo"

パイプラインはコンソールで作成されます (変更
検出リソースもコンソールで作成されます)。パラ
メータは、パイプライン構造の出力に表示され、
デフォルトで false になります。

"S3Bucket": "my-bucket",
"S3ObjectKey": "object.zip",
"PollForSourceChanges": 
 "false"

Amazon S3

パイプラインは CLI または AWS CloudFormation 
で作成されます。PollForSourceChanges パラ
メータは JSON 出力に表示されませんが、true
に設定されます²。

"S3Bucket": "my-bucket",
"S3ObjectKey": "object.zip"

パイプラインはコンソールで作成されます (変更
検出リソースもコンソールで作成されます)。パラ
メータは、パイプライン構造の出力に表示され、
デフォルトで false になります。

"Owner": 
 "MyGitHubAccountName",
"Repo": 
 "MyGitHubRepositoryName"
"PollForSourceChanges": 
 "false",  
"Branch": "main"
"OAuthToken": "****"

GitHub

パイプラインは CLI または AWS CloudFormation 
で作成されます。PollForSourceChanges パラ
メータは JSON 出力に表示されませんが、true
に設定されます²。

"Owner": 
 "MyGitHubAccountName",  
"Repo": 
 "MyGitHubRepositoryName",  
"Branch": "main",  
"OAuthToken": "****"

  ² PollForSourceChanges は、特定のポイントで JSON 構造または AWS 
CloudFormation テンプレートに追加されると、次のように表示されます。

"PollForSourceChanges": "true",

³ 各ソースプロバイダーに適用される変更検出リソースの詳細については、「変更検
出方法 (p. 161)」を参照してください。

プロバイダータイプ別の設定の詳細
このセクションでは、アクションプロバイダー別の有効な configuration パラメータを示します。

次の例は、個別の設定ファイルを使用しないでパイプラインをコンソールで作成する場合に、Service 
Catalog アクションの有効な設定を示しています。

"configuration": { 
  "TemplateFilePath": "S3_template.json", 
  "ProductVersionName": "devops S3 v2", 
  "ProductType": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE", 
  "ProductVersionDescription": "Product version description", 
  "ProductId": "prod-example123456"
}
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次の例は、個別の設定ファイルを使用してパイプラインをコンソールで作成する場合に、Service 
Catalogsample_config.json アクションの有効な設定を示しています。

"configuration": { 
  "ConfigurationFilePath": "sample_config.json", 
  "ProductId": "prod-example123456"
}

次の例は、Alexa Skills Kit を使用するデプロイアクションの有効な設定を示しています。

"configuration": { 
  "ClientId": "amzn1.application-oa2-client.aadEXAMPLE", 
  "ClientSecret": "****", 
  "RefreshToken": "****", 
  "SkillId": "amzn1.ask.skill.22649d8f-0451-4b4b-9ed9-bfb6cEXAMPLE"
}

次の例は、手動承認の有効な設定を示しています。

"configuration": { 
  "CustomData": "Comments on the manual approval", 
  "ExternalEntityLink": "http://my-url.com", 
  "NotificationArn": "arn:aws:sns:us-west-2:12345EXAMPLE:Notification"
}
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Amazon ECR

アクション構造リファレンス
このセクションは、アクション設定のみのリファレンスです。パイプライン構造の概念的な概要について
は、CodePipeline パイプライン構造リファレンス (p. 469) を参照してください。

CodePipeline の各アクションプロバイダーは、パイプライン構造の必須設定項目およびオプションの設定
項目セットを使用します。このセクションでは、アクションプロバイダー別の以下のリファレンス情報を
提供します。

• Owner や Provider などのパイプライン構造アクションブロックに含まれる ActionType フィールド
の有効な値。

• パイプライン構造のアクションセクションに含まれる Configuration パラメータの説明およびその他
のリファレンス情報（必須およびオプション）。

• JSON および YAML アクションフィールドの有効な例。

このセクションは、より多くのアクションプロバイダーで定期的に更新されます。リファレンス情報は現
在、次のアクションプロバイダーで利用できます。

トピック
• Amazon ECR (p. 482)
• Amazon Elastic Container ServiceCodeDeploy とBlue-Green (p. 485)
• Amazon Elastic Container Service (p. 489)
• Amazon S3 デプロイアクション (p. 492)
• Amazon S3 ソースアクション (p. 495)
• AWS AppConfig (p. 498)
• AWS CloudFormation (p. 501)
• AWS CloudFormation StackSets (p. 506)
• AWS CodeBuild (p. 525)
• CodeCommit (p. 529)
• AWS CodeDeploy (p. 533)
• CodeStarSourceConnection Bitbucket、 GitHub、 GitHub およびエンタープライズサーバーアクショ

ン用 (p. 536)
• AWS Device Farm (p. 541)
• AWS Lambda (p. 546)
• Snyk アクション構造リファレンス (p. 550)
• AWS Step Functions (p. 551)

Amazon ECR
新規イメージが Amazon ECR リポジトリにプッシュされた場合、パイプラインをトリガーします。この
アクションは、Amazon ECR にプッシュされたイメージの URI を参照するイメージ定義ファイルを提供
します。このソースアクションは、他のソースアーティファクトのソースロケーションを許可するため
に、CodeCommit などの他のソースアクションと組み合わせて使用されることがよくあります。詳細につ
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いては、「チュートリアル:Amazon ECR ソース、ECS-DeployCodeDeploy 間のデプロイでパイプライン
を作成する (p. 103)」を参照してください。

コンソールを使用してパイプラインを作成または編集する場合は、 CodePipeline を作成します。 
CloudWatch イベントルール。リポジトリに変更が発生したときにパイプラインを開始します。

Amazon ECR アクションを介してパイプラインを接続する前に、Amazon ECR リポジトリを作成し、イ
メージをプッシュしておく必要があります。

トピック
• アクションタイプ (p. 483)
• 設定パラメータ  (p. 483)
• 入力アーティファクト (p. 483)
• 出力アーティファクト (p. 483)
• 出力変数 (p. 484)
• アクションの宣言 (Amazon ECR の例) (p. 484)
• 以下の資料も参照してください。 (p. 485)

アクションタイプ
• カテゴリ:Source
• 所有者: AWS
• プロバイダー: ECR
• バージョン: 1

設定パラメータ
RepositoryName

必須 はい

イメージがプッシュされた Amazon ECR リポジトリの名前。
ImageTag

必須 いいえ

イメージに使用するタグ。

Note

ImageTag の値を指定しない場合、デフォルト値は latest になります。

入力アーティファクト
• アーティファクトの数: 0
• 説明: 入力アーティファクトは、このアクションタイプには適用されません。

出力アーティファクト
• アーティファクトの数: 1
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• 説明: このアクションは、imageDetail.jsonパイプライン実行をトリガーしたイメージの URI を含む
ファイル。imageDetail.json ファイルの詳細については、「Amazon ECS Blue/Green デプロイアク
ション用の imageDetail.json ファイル (p. 569)」を参照してください。

出力変数
このアクションを設定すると、パイプライン内のダウンストリームアクションのアクション設定によって
参照できる変数が生成されます。このアクションは、アクションに名前空間がない場合でも、出力変数と
して表示できる変数を生成します。名前空間を使用してアクションを設定し、これらの変数をダウンスト
リームアクションの設定で使用できるようにします。

詳細については、「可変 (p. 573)」を参照してください。

RegistryId

リポジトリが格納されているレジストリに関連付けられている. AWSアカウント ID。
RepositoryName

イメージがプッシュされた Amazon ECR リポジトリの名前。
ImageTag

イメージに使用するタグ。
ImageDigest

イメージマニフェストの sha256 ダイジェスト。
ImageURI

イメージの URL。

アクションの宣言 (Amazon ECR の例)
YAML

Name: Source
Actions: 
  - InputArtifacts: [] 
    ActionTypeId: 
      Version: '1' 
      Owner: AWS 
      Category: Source 
      Provider: ECR 
    OutputArtifacts: 
      - Name: SourceArtifact 
    RunOrder: 1 
    Configuration: 
      ImageTag: latest 
      RepositoryName: my-image-repo 

    Name: ImageSource

JSON

{ 
    "Name": "Source", 
    "Actions": [ 
        { 
            "InputArtifacts": [], 
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            "ActionTypeId": { 
                "Version": "1", 
                "Owner": "AWS", 
                "Category": "Source", 
                "Provider": "ECR" 
            }, 
            "OutputArtifacts": [ 
                { 
                    "Name": "SourceArtifact" 
                } 
            ], 
            "RunOrder": 1, 
            "Configuration": { 
                "ImageTag": "latest", 
                "RepositoryName": "my-image-repo" 
            }, 
            "Name": "ImageSource" 
        } 
    ]
},

以下の資料も参照してください。
このアクションを利用する際に役立つ関連リソースは以下の通りです。

• チュートリアル:Amazon ECR ソース、ECS-DeployCodeDeploy 間のデプロイでパイプラインを作成
する (p. 103)— このチュートリアルでは、サンプルアプリケーション仕様ファイル、サンプルを提供
します CodeDeploy アプリケーションおよびデプロイグループを使用して、パイプラインを作成する 
CodeCommit および Amazon ECS インスタンスにデプロイする Amazon ECR ソースです。

Amazon Elastic Container ServiceCodeDeploy と
Blue-Green

AWS CodePipeline で、Blue/Green デプロイを使用してコンテナアプリケーションをデプロイするパイプ
ラインを構成します。Blue/Green デプロイでは、古いバージョンと一緒に新しいバージョンのアプリケー
ションを起動し、トラフィックを再ルーティングする前に新しいバージョンをテストできます。また、デ
プロイプロセスをモニタリングし、問題がある場合は迅速にロールバックすることもできます。

完成したパイプラインは、イメージまたはタスク定義ファイルの変更を検出し、CodeDeployそれを使
用して Amazon ECS クラスターとロードバランサーにトラフィックをルーティングしてデプロイしま
す。CodeDeploy特別なポートを介して新しいタスクをターゲットにできる新しいリスナーをロードバラン
サーに作成します。また、Amazon ECSCodeCommit タスク定義が保存されているリポジトリなどのソー
スロケーションを使用するようにパイプラインを設定することもできます。

パイプラインを作成する前に、Amazon ECS リソース、リソース、ロードバランサーとターゲットグルー
プをすでに作成しておく必要があります。CodeDeployイメージリポジトリにイメージにタグを付けて保存
し、AppSpecタスク定義とファイルをファイルリポジトリにアップロードしておく必要があります。

Note

このトピックでは、Amazon ECS から Amazon ECSCodeDeploy Blue/Green デプロイアクション
について説明しますCodePipeline。での Amazon ECS 標準デプロイアクションの詳細については
CodePipeline、「」を参照してくださいAmazon Elastic Container Service (p. 489)。

トピック
• アクションタイプ (p. 486)
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• 設定パラメータ  (p. 486)
• 入力アーティファクト (p. 487)
• 出力アーティファクト (p. 488)
• アクションの宣言 (p. 488)
• 以下も参照してください。 (p. 489)

アクションタイプ
• カテゴリ:Deploy
• 所有者: AWS
• プロバイダー: CodeDeployToECS
• バージョン: 1

設定パラメータ
ApplicationName

必須: はい

内のアプリケーションの名前CodeDeploy。パイプラインを作成する前に、でアプリケーションをすで
に作成しておく必要がありますCodeDeploy。

DeploymentGroupName

必須: はい

CodeDeployアプリケーション用に作成した Amazon ECS タスクセットに指定されているデプロイ
グループ。パイプラインを作成する前に、でデプロイグループをすでに作成しておく必要があります
CodeDeploy。

TaskDefinitionTemplateArtifact

必須: はい

デプロイアクションにタスク定義ファイルを提供する入力アーティファクトの名前。これは通常、
ソースアクションからの出力アーティファクトの名前です。コンソールを使用する場合、ソースアク
ションの出力アーティファクトのデフォルト名は SourceArtifact になります。

AppSpecTemplateArtifact

必須: はい

AppSpecデプロイアクションにファイルを提供する入力アーティファクトの名前。この値は、パイ
プラインの実行時に更新されます。これは通常、ソースアクションからの出力アーティファクトの名
前です。コンソールを使用する場合、ソースアクションの出力アーティファクトのデフォルト名は
SourceArtifact になります。TaskDefinitionAppSpec<TASK_DEFINITION>ファイル内のプ
レースホルダーテキストは、ここに示すようにそのまま保持できます (p. 105)。

AppSpecTemplatePath

必須: いいえ

CodeCommitパイプラインのリポジトリなど、パイプラインのソースファイルのロケーションに
保存されているファイルのファイル名。AppSpecデフォルトのファイル名は appspec.yaml で
す。AppSpecファイルが同じ名前で、ファイルリポジトリのルートレベルに保存されている場合は、
ファイル名を指定する必要はありません。パスがデフォルトでない場合は、パスとファイル名を入力
します。
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TaskDefinitionTemplatePath

必須: いいえ

CodeCommitパイプラインのリポジトリなど、パイプラインのファイルソースのロケーションに保存
されているタスク定義のファイル名。デフォルトのファイル名は taskdef.json です。タスク定義
ファイルが同じ名前で、ファイルリポジトリのルートレベルに保存されている場合は、ファイル名を
指定する必要はありません。パスがデフォルトでない場合は、パスとファイル名を入力します。

画像 <Number>ArtifactName

必須: いいえ

デプロイアクションにイメージを提供する入力アーティファクトの名前。これは一般に、Amazon 
ECR ソースアクションからの出力など、イメージリポジトリの出力アーティファクトです。

<Number> に指定できる値は 1 から 4 までです。
画像 <Number>ContainerName

必須: いいえ

Amazon ECR ソースリポジトリなど、イメージリポジトリから使用可能なイメージの名前。

<Number> に指定できる値は 1 から 4 までです。

入力アーティファクト
• アーティファクトの数: 1 to 5
• 説明:CodeDeployToECSアクションは、最初にソースファイルリポジトリ内のタスク定義ファイル

と検索し、次にイメージリポジトリ内のイメージを検索し、タスク定義のリビジョンを検索し、次
にイメージリポジトリ内のイメージを検索し、タスク定義のリビジョンのタスク定義のリビジョンを
検索し、AppSpec最後にコマンドを実行してタスクセットとコンテナをクラスターにデプロイしま
す。AppSpec

CodeDeployToECS アクションは、イメージ URI をイメージにマップする imageDetail.json ファ
イルを検索します。Amazon ECR イメージリポジトリへの変更をコミットすると、ECR ソースアク
ションのパイプラインはそのコミット用に imageDetail.json ファイルを作成します。アクションが
自動化されていないパイプラインの場合、手動で imageDetail.json ファイルを追加することもでき
ます。imageDetail.json ファイルの詳細については、「Amazon ECS Blue/Green デプロイアクショ
ン用の imageDetail.json ファイル (p. 569)」を参照してください。

CodeDeployToECSアクション定義のリビジョン。このフェーズでは、このアクションにより、タス
ク定義ファイル内のプレースホルダーが ImageDetail.json ファイルから取得された画像 URI に置き換
えられます。たとえば、IMAGE1_NAME を Image1ContainerName パラメータとして設定する場合
は、<IMAGE1_NAME>タスク定義ファイルの image フィールドの値としてプレースホルダーを指定する
必要があります。この場合、CodeDeployTo ECS アクションは、<IMAGE1_NAME>プレースホルダーを 
Image1 として指定したアーティファクトの ImageDetail.json から取得した実際の画像 URIArtifactName 
に置き換えます。

タスク定義を更新する場合、CodeDeployAppSpec.yamlTaskDefinitionファイルにはプロパティが
含まれます。

TaskDefinition: <TASK_DEFINITION>

このプロパティは、CodeDeployToECS新しいタスク定義が作成された後にアクションによって更新さ
れます。
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TaskDefinitionフィールドの値については、プレースホルダーテキストがでなければなりません
<TASK_DEFINITION>。CodeDeployToECSアクションは、このプレースホルダーを動的に生成された
タスク定義の実際の ARN に置き換えます。

出力アーティファクト
• アーティファクトの数: 0
• 説明: 出力アーティファクトは、このアクションタイプには適用されません。

アクションの宣言
YAML

Name: Deploy
Actions: 
  - Name: Deploy 
    ActionTypeId: 
      Category: Deploy 
      Owner: AWS 
      Provider: CodeDeployToECS 
      Version: '1' 
    RunOrder: 1 
    Configuration: 
      AppSpecTemplateArtifact: SourceArtifact 
      ApplicationName: ecs-cd-application 
      DeploymentGroupName: ecs-deployment-group 
      Image1ArtifactName: MyImage 
      Image1ContainerName: IMAGE1_NAME 
      TaskDefinitionTemplatePath: taskdef.json 
      AppSpecTemplatePath: appspec.yaml 
      TaskDefinitionTemplateArtifact: SourceArtifact 
    OutputArtifacts: [] 
    InputArtifacts: 
      - Name: SourceArtifact 
      - Name: MyImage 
    Region: us-west-2 
    Namespace: DeployVariables

JSON

{ 
    "Name": "Deploy", 
    "Actions": [ 
        { 
            "Name": "Deploy", 
            "ActionTypeId": { 
                "Category": "Deploy", 
                "Owner": "AWS", 
                "Provider": "CodeDeployToECS", 
                "Version": "1" 
            }, 
            "RunOrder": 1, 
            "Configuration": { 
                "AppSpecTemplateArtifact": "SourceArtifact", 
                "ApplicationName": "ecs-cd-application", 
                "DeploymentGroupName": "ecs-deployment-group", 
                "Image1ArtifactName": "MyImage", 
                "Image1ContainerName": "IMAGE1_NAME", 
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                "TaskDefinitionTemplatePath": "taskdef.json", 
                "AppSpecTemplatePath": "appspec.yaml", 
                "TaskDefinitionTemplateArtifact": "SourceArtifact" 
            }, 
            "OutputArtifacts": [], 
            "InputArtifacts": [ 
                { 
                    "Name": "SourceArtifact" 
                }, 
                { 
                    "Name": "MyImage" 
                } 
            ], 
            "Region": "us-west-2", 
            "Namespace": "DeployVariables" 
        } 
    ]
}

以下も参照してください。
このアクションを利用する際に役立つ関連リソースは以下の通りです。

• チュートリアル:Amazon ECR ソース、ECS-DeployCodeDeploy 間のデプロイでパイプラインを作成す
る (p. 103)-このチュートリアルでは、Blue/GreenCodeDeploy のデプロイに必要な Amazon ECS リソー
スの作成と Amazon ECS リソースの作成を順を追って説明します。このチュートリアルでは、Docker 
イメージを Amazon ECR にプッシュし、Docker イメージ名、コンテナ名、Amazon ECS サービス名、
およびロードバランサーの設定を一覧表示する Amazon ECS タスク定義を作成する方法について説明
します。このチュートリアルでは、AppSpecデプロイ用のファイルとパイプラインの作成について順を
追って説明します。

Note

このトピックとチュートリアルでは、のCodeDeploy /ECS Blue/Green アクションについて説
明しますCodePipeline。の ECS 標準アクションの詳細についてはCodePipeline、「チュートリ
アル:を使用した継続的デプロイ」を参照してくださいCodePipeline。

• AWS CodeDeploy ユーザーガイド  - Blue/Green デプロイでのロードバランサー、本稼働リスナー、
ターゲットグループ、および Amazon ECS アプリケーションの使用方法については、「チュートリア
ル: Amazon ECS サービスのデプロイ」を参照してください。AWS CodeDeploy ユーザーガイド  内の
リファレンスの情報では、Amazon ECS および AWS CodeDeploy を使用した Blue/Green デプロイの概
要を説明します。

• Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイド - Docker イメージとコンテナ、ECS サービス
とクラスター、および ECS タスクセットの操作については、「Amazon ECS とは」を参照してくださ
い。

Amazon Elastic Container Service
Amazon ECS アクションを使用して、Amazon ECS サービスとタスクセットをデプロイできま
す。Amazon ECS サービスは、Amazon ECS クラスターにデプロイされるコンテナアプリケーションで
す。Amazon ECS クラスターは、クラウドでコンテナアプリケーションをホストするインスタンスの集ま
りです。デプロイには、Amazon ECS で作成したタスク定義と、 CodePipeline を使用してイメージをデ
プロイします。

Important

の Amazon ECS 標準デプロイアクション CodePipeline Amazon ECS サービスが使用するリビ
ジョンに基づいて、タスク定義の独自のリビジョンを作成します。Amazon ECS サービスを更新
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せずにタスク定義の新しいリビジョンを作成すると、デプロイアクションはこれらのリビジョン
を無視します。

パイプラインを作成する前に、Amazon ECS リソースを作成し、イメージリポジトリにイメージをタグ付
けして保存し、 BuildSpec ファイルをファイルリポジトリに保存します。

Note

このリファレンスのトピックでは、の Amazon ECS 標準デプロイアクションについて説明し
ます。 CodePipeline。Amazon ECS に関する参考情報については、 CodeDeploy Blue/Green 
デプロイアクション CodePipeline, see Amazon Elastic Container ServiceCodeDeploy とBlue-
Green (p. 485)。

トピック
• アクションタイプ (p. 490)
• 設定パラメータ  (p. 490)
• 入力アーティファクト (p. 491)
• 出力アーティファクト (p. 491)
• アクションの宣言 (p. 491)
• 以下も参照してください。 (p. 492)

アクションタイプ
• カテゴリ:Deploy
• 所有者: AWS
• プロバイダー: ECS
• バージョン: 1

設定パラメータ
ClusterName

必須: はい

Amazon ECS 内の Amazon ECS クラスター。
ServiceName

必須: はい

Amazon ECS で作成した Amazon ECS サービス。
FileName

必須: いいえ

イメージ定義ファイルの名前は、サービスのコンテナ名およびイメージとタグを説明する JSON 
ファイルです。このファイルは ECS 標準デプロイに使用します。詳細については、入力アーティ
ファクト (p. 491) および Amazon ECS 標準デプロイアクション用の imagedefinitions.json ファイ
ル (p. 567) を参照してください。

DeploymentTimeout

必須: いいえ
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入力アーティファクト

Amazon ECS デプロイアクションのタイムアウト (分)。タイムアウトは、このアクションの最大デ
フォルトタイムアウトまで設定できます。例:

"DeploymentTimeout": "15"

入力アーティファクト
• アーティファクトの数: 1
• 説明: アクションはimagedefinitions.jsonパイプラインのソースファイルリポジトリ内のファ

イル。イメージ定義ドキュメントは、Amazon ECS のコンテナ名およびイメージとタグについて説
明する JSON ファイルです。 CodePipeline ファイルを使用して、Amazon ECR などのイメージリ
ポジトリからイメージを取得します。アクションが自動化されていないパイプラインの場合、手動で
imagedefinitions.json ファイルを追加することもできます。imagedefinitions.json ファ
イルの詳細については、「Amazon ECS 標準デプロイアクション用の imagedefinitions.json ファイ
ル (p. 567)」を参照してください。

アクションには、イメージリポジトリにすでにプッシュされている既存のイメージが必要です。イメー
ジマッピングは imagedefinitions.json ファイルの場合、アクションで Amazon ECR ソースを
ソースアクションとしてパイプラインに含める必要はありません。

出力アーティファクト
• アーティファクトの数: 0
• 説明: 出力アーティファクトは、このアクションタイプには適用されません。

アクションの宣言
YAML

Name: DeployECS
ActionTypeId: 
  Category: Deploy 
  Owner: AWS 
  Provider: ECS 
  Version: '1'
RunOrder: 2
Configuration: 
  ClusterName: my-ecs-cluster 
  ServiceName: sample-app-service 
  FileName: imagedefinitions.json 
  DeploymentTimeout: '15'
OutputArtifacts: []
InputArtifacts: 
  - Name: my-image

JSON

{ 
    "Name": "DeployECS", 
    "ActionTypeId": { 
        "Category": "Deploy", 
        "Owner": "AWS", 
        "Provider": "ECS", 
        "Version": "1" 
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以下も参照してください。

    }, 
    "RunOrder": 2, 
    "Configuration": { 
        "ClusterName": "my-ecs-cluster", 
        "ServiceName": "sample-app-service", 
        "FileName": "imagedefinitions.json", 
        "DeploymentTimeout": "15" 
    }, 
    "OutputArtifacts": [], 
    "InputArtifacts": [ 
        { 
            "Name": "my-image" 
        } 
    ]
},

以下も参照してください。
このアクションを利用する際に役立つ関連リソースは以下の通りです。

• チュートリアル: 「」を参照してください。 CodePipeline— このチュートリアルでは、次のようなソー
スファイルリポジトリに格納する Dockerfile を作成する方法を説明します。 CodeCommit。次に、
チュートリアルでは、 CodeBuild BuildSpec Docker イメージをビルドして Amazon ECR にプッシュ
し、imagedefinitions.json ファイルを作成するファイル。最後に、Amazon ECS サービスとタスク定義
を作成し、Amazon ECS デプロイアクションを使用してパイプラインを作成します。

Note

このトピックとチュートリアルでは、Amazon ECS 標準デプロイアクションについて説明しま
す。 CodePipeline。Amazon ECS については、 CodeDeploy Blue/Green デプロイアクション 
CodePipeline, see チュートリアル:Amazon ECR ソース、ECS-DeployCodeDeploy 間のデプロ
イでパイプラインを作成する (p. 103)。

• Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイド - Docker イメージとコンテナ、Amazon ECS 
サービスとクラスター、および Amazon ECS タスクセットの操作については、「Amazon ECS とは」
を参照してください。

Amazon S3 デプロイアクション
Amazon S3 デプロイアクションを使用して、静的ウェブサイトホスティングまたはアーカイブ用の 
Amazon S3 バケットにファイルをデプロイします。バケットにアップロードする前にデプロイファイルを
抽出するかどうかを指定できます。

Note

このリファレンスのトピックでは、の Amazon S3 デプロイメントアクションについて説明しま
す。 CodePipeline デプロイメントプラットフォームは、ホスティング用に設定された Amazon 
S3 バケットです。Amazon S3 ソースアクションの参考情報については、 CodePipeline、を参照
してくださいAmazon S3 ソースアクション (p. 495)。

トピック
• アクションタイプ (p. 493)
• 設定パラメータ  (p. 493)
• 入力アーティファクト (p. 494)
• 出力アーティファクト (p. 494)
• アクションの宣言 (p. 494)
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アクションタイプ

• 以下も参照してください。 (p. 495)

アクションタイプ
• カテゴリ:Deploy
• 所有者: AWS
• プロバイダー: S3
• バージョン: 1

設定パラメータ
BucketName

必須: はい

ファイルがデプロイされる Amazon S3 バケットの名前。
Extract

必須: はい

true の場合、アップロード前にファイルを抽出することを指定します。そうしないと、ホストされて
いる静的 Web サイトの場合のように、アプリケーションファイルはアップロード用に圧縮されたまま
になります。falseの場合、ObjectKeyこの値は必須です。

ObjectKey

条件付き。Extract = false の場合は必須

S3 バケット内のオブジェクトを一意に識別する Amazon S3 オブジェクトキーの名前。
KMSEncryptionKeyARN

必須: いいえ

の ARNAWS KMSホストバケットの暗号化キー。-KMSEncryptionKeyARNパラメータは、アップ
ロードされたアーティファクトを指定されたもので暗号化しますAWS KMS key。 KMS キーの場合、
キー ID 、キー ARN 、またはエイリアス ARN を使用できます。

Note

エイリアスは、カスタマーマスターキー (KMS) を作成したアカウントでのみ認識されます。
クロスアカウントアクションの場合、キー ID またはキー ARN のみを使用してキーを識別で
きます。クロスアカウントアクションでは、他のアカウント (AccountB) のロールを使用する
ため、キー ID を指定すると他のアカウント (AccountB) のキーが使用されます。

Important

CodePipeline 対称 KMS キーのみがサポートされます。非対称キーを使用して S3 bucket の
データを暗号化しないでください。

CannedACL

必須: いいえ

-CannedACLパラメータは指定されたものを適用します既定 ACLAmazon S3 にデプロイされたオブ
ジェクトに。このオブジェクトに適用された既存の ACL が上書きされます。
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CacheControl

必須: いいえ

-CacheControlパラメータは、バケット内のオブジェクトのリクエスト/レスポンスのキャッシュ動
作を制御します。有効な値のリストについては、HTTP オペレーションの Cache-Control ヘッダー
フィールドを参照してください。CacheControl に複数の値を入力するには、各値の間にカンマを使
用します。CLI の例に示すように、各カンマの後にスペースを追加できます (オプション)。

"CacheControl": "public, max-age=0, no-transform"

入力アーティファクト
• アーティファクトの数: 1
• 説明: デプロイまたはアーカイブ用のファイルは、ソースリポジトリから取得され、圧縮され、次の方法

でアップロードされます。 CodePipeline。

出力アーティファクト
• アーティファクトの数: 0
• 説明: 出力アーティファクトは、このアクションタイプには適用されません。

アクションの宣言
YAML

Name: Deploy
Actions: 
  - Name: Deploy 
    ActionTypeId: 
      Category: Deploy 
      Owner: AWS 
      Provider: S3 
      Version: '1' 
    RunOrder: 1 
    Configuration: 
      BucketName: website-bucket 
      Extract: 'true' 
      ObjectKey: MyWebsite 
    OutputArtifacts: [] 
    InputArtifacts: 
      - Name: SourceArtifact 
    Region: us-west-2 
    Namespace: DeployVariables

JSON

{ 
    "Name": "Deploy", 
    "Actions": [ 
        { 
            "Name": "Deploy", 
            "ActionTypeId": { 
                "Category": "Deploy", 
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以下も参照してください。

                "Owner": "AWS", 
                "Provider": "S3", 
                "Version": "1" 
            }, 
            "RunOrder": 1, 
            "Configuration": { 
                "BucketName": "website-bucket", 
                "Extract": "true", 
                "ObjectKey": "MyWebsite" 
                }, 
            "OutputArtifacts": [], 
            "InputArtifacts": [ 
                { 
                    "Name": "SourceArtifact" 
                } 
            ], 
            "Region": "us-west-2", 
            "Namespace": "DeployVariables" 
        } 
    ]
},

以下も参照してください。
このアクションを利用する際に役立つ関連リソースは以下の通りです。

• チュートリアル: デプロイプロバイダーとして Amazon S3 を使用するパイプラインを作成す
る (p. 120)— このチュートリアルでは、S3 デプロイアクションを使用してパイプラインを作成するため
の 2 つの例を紹介します。サンプルファイルをダウンロードし、ファイルを CodeCommit リポジトリを
開き、S3 バケットを作成し、バケットをホスティング用に設定します。次に、 CodePipeline コンソー
ルを使用してパイプラインを作成し、Amazon S3 デプロイ設定を指定します。

• Amazon S3 ソースアクション (p. 495)— このアクションリファレンスには、の Amazon S3 ソースア
クションのリファレンス情報と例が記載されています CodePipeline。

Amazon S3 ソースアクション
新しいオブジェクトが、設定されたバケットとオブジェクトキーにアップロードされたときに、パイプラ
インをトリガーします。

Note

このリファレンスのトピックでは、の Amazon S3 ソースアクションについて説明します。 
CodePipeline ソースの場所は、バージョニング用に設定された Amazon S3 バケットで
す。CodePipeline での Amazon S3 デプロイアクションの詳細については、「」を参照してくだ
さい。Amazon S3 デプロイアクション (p. 492)。

Amazon S3 バケットを作成して、アプリケーションファイルのソースの場所として使用できます。

Note

ソースバケットを作成するときは、バケットでバージョニングを有効にしてください。既存の 
Amazon S3 バケットを使用する場合は、「バージョニングの使用」を参照して、既存のバケット
でバージョニングを有効にします。

コンソールを使用してパイプラインを作成または編集する場合は、 CodePipeline を作成します。 
CloudWatch S3 ソースバケットで変更が発生したときにパイプラインを開始するイベントルール。
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Amazon S3 アクションを使用してパイプラインを接続する前に、Amazon S3 ソースバケットを作成し、
ソースファイルを 1 つの ZIP ファイルとしてアップロードしておく必要があります。

Note

Amazon S3 がパイプラインのソースプロバイダーである場合、ソースファイルを 1 つの .zip に
圧縮し、その .zip をソースバケットにアップロードできます。解凍されたファイルを 1 つアップ
ロードすることもできます。ただし、.zip ファイルを想定するダウンストリームアクションは失
敗します。

トピック
• アクションタイプ (p. 496)
• 設定パラメータ  (p. 496)
• 入力アーティファクト (p. 497)
• 出力アーティファクト (p. 497)
• 出力変数 (p. 497)
• アクションの宣言 (p. 497)
• 以下の資料も参照してください。 (p. 498)

アクションタイプ
• カテゴリ:Source
• 所有者: AWS
• プロバイダー: S3
• バージョン: 1

設定パラメータ
S3 バケット

: 必須 はい

ソースの変更が検出される Amazon S3 バケットの名前。
S3ObjectKey

: 必須 はい

ソースの変更が検出される Amazon S3 オブジェクトキーの名前。
PollForSourceChanges

: 必須 いいえ

PollForSourceChanges制御するかどうか CodePipeline Amazon S3 ソースバケットでソースの変
更についてポーリングします。を使用することをお勧めします。 CloudWatch 代わりにイベントと 
CloudTrail を使用してソースの変更を検出します。の設定の詳細については CloudWatch イベント、
「」を参照ポーリングパイプラインを移行する (Amazon S3 ソース) (CLI) (p. 273)またはポーリングパ
イプラインを移行する (Amazon S3 ソース) (AWS CloudFormationテンプレート) (p. 277)。

Important

設定する予定の場合 CloudWatch イベント、設定する必要がありま
すPollForSourceChangesにfalseパイプラインが重複して実行されないようにする。

このパラメータの有効な値:
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入力アーティファクト

• true: 設定されている場合、 CodePipeline は、ソースの変更についてソースの場所をポーリングし
ます。

Note

省略するとPollForSourceChanges, CodePipeline は、ソースの変更についてデフォル
トでソースの場所をポーリングします。この動作は、PollForSourceChanges が含まれ
ており、true に設定されている場合と同じです。

• false: 設定されている場合、 CodePipeline は、ソースの変更についてソースの場所をポーリング
しません。を設定する場合は、この設定を使用します。 CloudWatch イベントルールは、ソースの
変更を検出します。

入力アーティファクト
• アーティファクトの数: 0
• 説明: 入力アーティファクトは、このアクションタイプには適用されません。

出力アーティファクト
• アーティファクトの数: 1
• 説明: パイプラインに接続するように設定されたソースバケットで使用可能なアーティファクトを提供し

ます。バケットから生成されたアーティファクトは、Amazon S3 アクションの出力アーティファクトで
す。Amazon S3 オブジェクトメタデータ (ETag とバージョン ID) が、 CodePipeline トリガーされたパ
イプライン実行のソースリビジョンとして。

出力変数
このアクションを設定すると、パイプライン内のダウンストリームアクションのアクション設定によって
参照できる変数が生成されます。このアクションは、アクションに名前空間がない場合でも、出力変数と
して表示できる変数を生成します。名前空間を使用してアクションを設定し、これらの変数をダウンスト
リームアクションの設定で使用できるようにします。

CodePipeline における変数の詳細については、可変 (p. 573) を参照してください。

ETag

パイプラインをトリガーしたソース変更に関連するオブジェクトのエンティティタグ。ETag は、オ
ブジェクトの MD5 ハッシュです。ETag は、オブジェクトのコンテンツに加えた変更のみを反映し、
メタデータに加えた変更は反映しません。

VersionId

パイプラインをトリガーしたソース変更に関連するオブジェクトのバージョンのバージョン ID。

アクションの宣言
YAML

Name: Source
Actions: 
  - RunOrder: 1 
    OutputArtifacts: 
      - Name: SourceArtifact 
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以下の資料も参照してください。

    ActionTypeId: 
      Provider: S3 
      Owner: AWS 
      Version: '1' 
      Category: Source 
    Region: us-west-2 
    Name: Source 
    Configuration: 
      S3Bucket: my-bucket-oregon 
      S3ObjectKey: my-application.zip 
      PollForSourceChanges: 'false' 
    InputArtifacts: []

JSON

{ 
    "Name": "Source", 
    "Actions": [ 
        { 
            "RunOrder": 1, 
            "OutputArtifacts": [ 
                { 
                    "Name": "SourceArtifact" 
                } 
            ], 
            "ActionTypeId": { 
                "Provider": "S3", 
                "Owner": "AWS", 
                "Version": "1", 
                "Category": "Source" 
            }, 
            "Region": "us-west-2", 
            "Name": "Source", 
            "Configuration": { 
                "S3Bucket": "my-bucket-oregon", 
                "S3ObjectKey": "my-application.zip", 
                "PollForSourceChanges": "false" 
            }, 
            "InputArtifacts": [] 
        } 
    ]
},

以下の資料も参照してください。
このアクションを利用する際に役立つ関連リソースは以下の通りです。

• チュートリアル: シンプルなパイプラインを作成する (S3 バケット) (p. 39) – このチュートリアルでは、
サンプルアプリケーション仕様ファイル、サンプル CodeDeploy アプリケーションおよびデプロイグ
ループを提供します。このチュートリアルを参照して、Amazon EC 2 インスタンスにデプロイする 
Amazon S3 ソースを持つパイプラインを作成します。

AWS AppConfig
AWS AppConfig の一機能です。AWS Systems Manager。 AppConfig は、あらゆる規模のアプリケー
ションへの制御されたデプロイをサポートし、検証チェックとモニタリングの機能が組み込まれていま
す。次を使用できます。 AppConfig Amazon EC2 インスタンスでホストされているアプリケーションで
は、AWS Lambda、コンテナ、モバイルアプリケーション、または IoT デバイス。
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アクションタイプ

-AppConfigデプロイアクションはAWS CodePipelineパイプラインのソースの場所に保存された設定を指
定されたにデプロイするアクション AppConfig 応用,環境, および設定プロフィール。では、で定義されて
いる環境設定を使用します。 AppConfig デプロイ戦略。

アクションタイプ
• カテゴリ:Deploy
• 所有者: AWS
• プロバイダー: AppConfig
• バージョン: 1

設定パラメータ
アプリケーション

必須 はい

の IDAWS AppConfig アプリケーションには、構成とデプロイの詳細が含まれています。
環境

必須 はい

の IDAWS AppConfig 構成がデプロイされる環境。
設定プロファイル

必須 はい

の IDAWS AppConfig デプロイする設定プロファイル。
Artifact 設定パスを入力

必須 はい

デプロイする入力アーティファクト内の構成データのファイルパス。
デプロイメントストラテジー

必須 いいえ

-AWS AppConfig デプロイに使用するデプロイ戦略。

入力アーティファクト
• アーティファクトの数: 1
• 説明: デプロイアクションの入力アーティファクト。

出力アーティファクト
該当しません。

アクション設定の例
YAML

name: Deploy
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以下の資料も参照してください。

actions: 
  - name: Deploy 
    actionTypeId: 
      category: Deploy 
      owner: AWS 
      provider: AppConfig 
      version: '1' 
    runOrder: 1 
    configuration: 
      Application: 2s2qv57 
      ConfigurationProfile: PvjrpU 
      DeploymentStrategy: frqt7ir 
      Environment: 9tm27yd 
      InputArtifactConfigurationPath: / 
    outputArtifacts: [] 
    inputArtifacts: 
      - name: SourceArtifact 
    region: us-west-2 
    namespace: DeployVariables

JSON

{ 
    "name": "Deploy", 
    "actions": [ 
        { 
            "name": "Deploy", 
            "actionTypeId": { 
                "category": "Deploy", 
                "owner": "AWS", 
                "provider": "AppConfig", 
                "version": "1" 
            }, 
            "runOrder": 1, 
            "configuration": { 
                "Application": "2s2qv57", 
                "ConfigurationProfile": "PvjrpU", 
                "DeploymentStrategy": "frqt7ir", 
                "Environment": "9tm27yd", 
                "InputArtifactConfigurationPath": "/" 
            }, 
            "outputArtifacts": [], 
            "inputArtifacts": [ 
                { 
                    "name": "SourceArtifact" 
                } 
            ], 
            "region": "us-west-2", 
            "namespace": "DeployVariables" 
        } 
    ]
}

以下の資料も参照してください。
このアクションを利用する際に役立つ関連リソースは以下の通りです。

• AWSAppConfig— についての情報AWS AppConfig デプロイについては、「」を参照してくださ
い。AWS Systems Managerユーザーガイド。

• チュートリアル: を使用するパイプラインの作成AWSデプロイプロバイダーとしての 
AppConfig (p. 137)— このチュートリアルでは、単純なデプロイメント構成ファイルの設定を開始し、 
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AWS CloudFormation

AppConfig リソースには、コンソールを使用してパイプラインを作成する方法を説明します。AWS 
AppConfig デプロイアクション。

AWS CloudFormation
AWS CloudFormation スタックでオペレーションを実行します。スタックは、単一のユニットとして
管理できる AWS リソースのコレクションです。スタック内のすべてのリソースは、スタックの AWS 
CloudFormation テンプレートで定義されます。変更セットにより、元のスタックを変更せずに表示できる
比較が作成されます。スタックおよび変更セットで実行できる AWS CloudFormation アクションのタイプ
については、ActionMode パラメータを参照してください。

トピック
• アクションタイプ (p. 501)
• 設定パラメータ  (p. 501)
• 入力アーティファクト (p. 504)
• 出力アーティファクト (p. 504)
• 出力変数 (p. 505)
• アクションの宣言 (p. 505)
• 以下も参照してください。 (p. 506)

アクションタイプ
• カテゴリ:Deploy
• 所有者: AWS
• プロバイダー: CloudFormation
• バージョン: 1

設定パラメータ
ActionMode

必須: はい

ActionMode は、AWS CloudFormation がスタックまたは変更セットで実行するアクションの名前で
す。以下のアクティベーションモードを使用できます。
• CHANGE_SET_EXECUTE は、指定された一連のリソース更新に基づくリソーススタックの変更セッ

トを実行します。このアクションでは、AWS CloudFormation はスタックの変更を開始します。
• CHANGE_SET_REPLACE は、変更セットが存在しない場合、指定されたスタック名とテンプレート

に基づいて変更セットを作成します。変更セットがある場合は、AWS CloudFormation それを削除
して新しいものを作成します。

• スタックが存在しない場合は、CREATE_UPDATE がスタックを作成します スタックが存在する場
合、AWS CloudFormation はそのスタックを更新します。既存のスタックを更新するには、このア
クションを使用します。とは異なりREPLACE_ON_FAILURE、スタックが存在し、失敗した状態の
場合、 CodePipeline スタックを削除して置き換えることはありません。

• DELETE_ONLY は、スタックを削除します。存在しないスタックを指定した場合は、アクションは
スタックを削除せずに正常に終了します。

• スタックが存在しない場合は、REPLACE_ON_FAILURE がスタックを作成します。スタックが存在
しており失敗状態の場合、AWS CloudFormation はそのスタックを削除して新しいスタックを作成
します。スタックが失敗状態ではない場合は、AWS CloudFormation はそれを更新します。
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設定パラメータ 

AWS CloudFormation に次のいずれかのステータスタイプが表示されている場合、スタックは失敗
状態になります。
• ROLLBACK_FAILED
• CREATE_FAILED
• DELETE_FAILED
• UPDATE_ROLLBACK_FAILED

失敗したスタックをリカバリーまたはトラブルシューティングせずに自動的に置き換えるには、こ
のアクションを使用します。

Important

REPLACE_ON_FAILURE は、スタックが削除される可能性があるため、テスト目的でのみ
使用することをお勧めします。

StackName

必須: はい

StackName は、既存のスタックの名前、または作成するスタックの名前です。
機能

必須: 条件による

Capabilities を使用すると、テンプレートに一部のリソースを単独で作成および更新する機能があ
り、これらの機能はテンプレート内のリソースのタイプに基づいて決定されることが確認されます。

このプロパティは、スタックテンプレートに IAM リソースがある場合、またはマクロを含むテンプ
レートから直接スタックを作成する場合に必要です。AWS CloudFormation アクションがこの方法で
正常に動作するためには、以下のいずれかの機能を使用して実行することを明示的に認識する必要が
あります。
• CAPABILITY_IAM
• CAPABILITY_NAMED_IAM
• CAPABILITY_AUTO_EXPAND

機能間にカンマ（スペースなし）を使用して、複数の機能を指定できます。アクションの宣
言 (p. 505) の例は、CAPABILITY_IAM プロパティと CAPABILITY_AUTO_EXPAND プロパティの両
方を持つエントリを示しています。

詳細についてはCapabilities、AWS CloudFormationAPI UpdateStackリファレンスの「プロパ
ティ」を参照してください。

ChangeSetName

必須: 条件による

ChangeSetName は、既存の変更セットの名前、または指定されたスタック用に作成する新しい変更
セットの名前です。

このプロパティは、次のアクションモードに必要です。CHANGE_SET_REPLACE および 
CHANGE_SET_EXECUTE。他のすべてのアクションモードでは、このプロパティは無視されます。

RoleArn

必須: 条件による

RoleArn は、指定されたスタックのリソースを操作するときに AWS CloudFormation が引き受ける 
IAM サービスロールの ARNです。RoleArn は、変更セットを実行するときには適用されません。 
CodePipeline 変更セットの作成にを使用しない場合は、変更セットまたはスタックにロールが関連付
けられていることを確認します。
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設定パラメータ 

Note

このロールは、アクション宣言 RoleArn で設定された、実行中のアクションのロールと同
じアカウントである必要があります。

このプロパティは、以下のアクションモードでは必須です。
• CREATE_UPDATE
• REPLACE_ON_FAILURE
• DELETE_ONLY
• CHANGE_SET_REPLACE

Note

AWS CloudFormation にはテンプレートへ S 3 署名付きの URL が与えられるため、この
RoleArn にはアーティファクト バケットへのアクセス許可は必要ありません。ただし、ア
クション RoleArn は、署名付き URL を生成するために、アーティファクト バケットへアク
セスする許可を必要と [します]。

TemplatePath

必須: 条件による

TemplatePath は AWS CloudFormation テンプレートファイルを表します。このアクションへの入
力アーティファクトにファイルを含めます。ファイル名の形式は次のとおりです:

Artifactname::TemplateFileName

Artifactname は、 CodePipeline に表示される入力アーティファクト名です。たとえば、アーティ
ファクト名 SourceArtifact と template-export.json ファイル名を持つソースステージでは、
次の例に示すような TemplatePath の名前が作成されます。

"TemplatePath": "SourceArtifact::template-export.json"

このプロパティは、以下のアクションモードでは必須です。
• CREATE_UPDATE
• REPLACE_ON_FAILURE
• CHANGE_SET_REPLACE

他のすべてのアクションモードでは、このプロパティは無視されます。

Note

テンプレート本文を含む AWS CloudFormation テンプレートファイルの最小長は 1 バイ
ト、最大長は 1 MB です。AWS CloudFormationデプロイアクションでは CodePipeline、
最大入力アーティファクトサイズは常に 256 MBです。詳細については、のクォータ
AWSCodePipeline (p. 586) および [AWS CloudFormation の制限] を参照してください。

OutputFileName

必須: いいえ

OutputFileNameを使用して、 CodePipeline このアクションのパイプライン出力アーティファク
トに追加するための出力ファイル名を指定します。CreateStackOutput.jsonJSON ファイルに
は、AWS CloudFormation スタックの Outputs セクションのコンテンツが含まれています。

名前を指定しない場合、 CodePipeline は出力ファイルやアーティファクトを生成しません。
ParameterOverrides

必須: いいえ
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入力アーティファクト

パラメータはスタックテンプレートで定義され、スタックの作成時または更新時にそれらの値を指定
できます。JSON オブジェクトを使用して、テンプレートにパラメータ値を設定できます。（これら
の値は、テンプレート設定ファイルに設定された値を上書きします。） パラメータオーバーライドの
使用の詳細については、設定プロパティ（JSON オブジェクト）を参照してください。

パラメータ値のほとんどは、テンプレート設定ファイルを使用して指定することをお勧めします。
パラメータの上書きは、パイプラインが実行されるまで不明な値にのみ使用します。詳細について
は、AWS CloudFormationユーザーガイドの「 CodePipeline パイプラインでのパラメーターオーバー
ライド関数の使用」を参照してください。

Note

すべてのパラメータ名がスタックテンプレートに存在する必要があります。
TemplateConfiguration

必須: いいえ

TemplateConfiguration はテンプレート構成ファイルです。このアクションへの入力アーティ
ファクトにファイルを含めます。テンプレート設定ファイルには、テンプレートのパラメータ値
およびスタックポリシーを含めることができます。テンプレート設定ファイル形式の詳細について
は、AWS CloudFormationアーティファクトを参照してください。

テンプレート構成ファイル名は以下の形式に従います。

Artifactname::TemplateConfigurationFileName

Artifactname は、 CodePipeline に表示される入力アーティファクト名です。たとえば、アーティ
ファクト名 SourceArtifact と test-configuration.json ファイル名を持つソースステージで
は、次の例に示すような TemplateConfiguration の名前が作成されます。

"TemplateConfiguration": "SourceArtifact::test-configuration.json"

入力アーティファクト
• アーティファクトの数:0 to 10
• 説明: 入力として、AWS CloudFormation アクションはオプションでこれらの目的でアーティファクトを

受け入れます。
• 実行するスタックテンプレートファイルを提供するため。（TemplatePath パラメータを参照。）
• 使用するテンプレート設定ファイルを提供するため。（TemplateConfiguration パラメータを参

照。） テンプレート設定ファイル形式の詳細については、AWS CloudFormationアーティファクトを
参照してください。

• AWS CloudFormation スタックの一部としてデプロイされる Lambda 関数のアーティファクトを提供
するため。

出力アーティファクト
• アーティファクトの数:0 to 1
• [説明:]OutputFileName パラメータが指定された場合、このアクションによって生成される出力

アーティファクトには、指定された名前の JSON ファイルが含まれます。JSON ファイルには、AWS 
CloudFormation スタックの「出力」セクションの内容が含まれています。

AWS CloudFormation アクション用に作成できる出力セクションの詳細については、出力を参照してく
ださい。
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出力変数

出力変数
このアクションを設定すると、パイプライン内のダウンストリームアクションのアクション設定によっ
て参照できる変数が生成されます。名前空間を使用してアクションを設定し、これらの変数をダウンスト
リームアクションの設定で使用できるようにします。

AWS CloudFormation アクションの場合、変数はスタックテンプレートの Outputs セクションに指定し
た値から生成されます。 CloudFormation出力を生成するアクションモードは、スタックの作成、スタック
の更新、変更セットの実行など、スタックの作成または更新につながるアクションモードだけであること
に注意してください。変数を生成するアクションモードは次のとおりです。

• CHANGE_SET_EXECUTE
• CHANGE_SET_REPLACE
• CREATE_UPDATE
• REPLACE_ON_FAILURE

詳細については、「可変 (p. 573)」を参照してください。Outmation CloudFormation 出力変数を使用す
るパイプラインを Cloud CloudFormation デプロイアクションで作成するためのチュートリアルについて
は、「」を参照してくださいチュートリアル: AWS CloudFormation デプロイアクションの変数を使用する
パイプラインを作成する (p. 92)。

アクションの宣言
YAML

Name: ExecuteChangeSet
ActionTypeId: 
  Category: Deploy 
  Owner: AWS 
  Provider: CloudFormation 
  Version: '1'
RunOrder: 2
Configuration: 
  ActionMode: CHANGE_SET_EXECUTE 
  Capabilities: CAPABILITY_NAMED_IAM,CAPABILITY_AUTO_EXPAND 
  ChangeSetName: pipeline-changeset 
  ParameterOverrides: '{"ProjectId": "my-project","CodeDeployRole": 
 "CodeDeploy_Role_ARN"}' 
  RoleArn: CloudFormation_Role_ARN 
  StackName: my-project--lambda 
  TemplateConfiguration: 'my-project--BuildArtifact::template-configuration.json' 
  TemplatePath: 'my-project--BuildArtifact::template-export.yml'
OutputArtifacts: []
InputArtifacts: 
  - Name: my-project-BuildArtifact

JSON

{ 
    "Name": "ExecuteChangeSet", 
    "ActionTypeId": { 
        "Category": "Deploy", 
        "Owner": "AWS", 
        "Provider": "CloudFormation", 
        "Version": "1" 
    }, 
    "RunOrder": 2, 
    "Configuration": { 
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以下も参照してください。

        "ActionMode": "CHANGE_SET_EXECUTE", 
        "Capabilities": "CAPABILITY_NAMED_IAM,CAPABILITY_AUTO_EXPAND", 
        "ChangeSetName": "pipeline-changeset", 
        "ParameterOverrides": "{\"ProjectId\": \"my-project\",\"CodeDeployRole\": 
 \"CodeDeploy_Role_ARN\"}", 
        "RoleArn": "CloudFormation_Role_ARN", 
        "StackName": "my-project--lambda", 
        "TemplateConfiguration": "my-project--BuildArtifact::template-
configuration.json", 
        "TemplatePath": "my-project--BuildArtifact::template-export.yml" 
    }, 
    "OutputArtifacts": [], 
    "InputArtifacts": [ 
        { 
             "Name": "my-project-BuildArtifact" 
        } 
    ]
},

以下も参照してください。
このアクションを利用する際に役立つ関連リソースは以下の通りです。

• 設定プロパティリファレンス — AWS CloudFormationユーザーガイドのこのリファレンス章には、 
CodePipeline これらのパラメーターの詳細と例が記載されています。

• AWS CloudFormationAPI リファレンス — AWS CloudFormationAPI CreateStackリファレンスのパラ
メータには、AWS CloudFormationテンプレートのスタックパラメータが記述されています。

AWS CloudFormation StackSets
CodePipeline には、CI/CDAWS CloudFormation StackSets プロセスの一部として操作を実行する機能が
あります。スタックセットを使用して、1 つの AWS テンプレートを使用して、AWS リージョンの AWS 
CloudFormation アカウントにスタックを作成します。各スタックに含まれるリソースはすべて、スタック
セットの AWS CloudFormation テンプレートで定義されます。スタックセットを作成する際、使用するテ
ンプレートに加え、そのテンプレートで必要なパラメータや機能を指定します。

Note

でデプロイするには、AWS Organizations 管理アカウントを使用する必要がありますAWS 
CloudFormation StackSets。このアクションには委任管理アカウントを使用できません。

の概念の詳細についてはAWS CloudFormation StackSets、『AWS CloudFormationユーザガイド』の
「StackSets 概念」を参照してください。

パイプラインを統合するには、AWS CloudFormation StackSets 次の 2 つの異なるアクションタイプを組
み合わせて使用します。

• CloudFormationStackSetアクションは、パイプラインソースの場所に保存されているテンプレート
からスタックセットまたはスタックインスタンスを作成または更新します。スタックセットが作成また
は更新されるたびに、指定したインスタンスへの変更のデプロイが開始されます。コンソールでは、パ
イプラインを作成または編集するとき、パイプラインを作成または編集するとき、CloudFormation ス
タックセットアクションプロバイダーを選択します。

• CloudFormationStackInstancesアクションは、CloudFormationStackSetアクションの変更を
指定されたインスタンスにデプロイし、新しいスタックインスタンスを作成し、指定されたインスタン
スへのパラメータオーバーライドを定義します。コンソールでは、パイプラインを作成または編集する
とき、[CloudFormation スタックインスタンス] アクションプロバイダーを選択します。
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AWS CloudFormation StackSets アクションの仕組み 

Note

この機能は、アジアパシフィック (香港) および欧州 (ミラノ) リージョンでは利用できません。利
用可能なその他のアクションについては、「 を製品やサービスと統合するCodePipeline (p. 20)」
を参照してください。

これらのアクションを使用して、AWS アカウントまたは AWS Organizations の組織単位 ID をターゲット
にデプロイします。

Note

AWSターゲットのOrganizations アカウントまたはOrganizations 単位 ID にデプロイし、サービ
ス管理アクセス許可モデルを使用するには、AWS CloudFormation StackSets AWSと組織間の信
頼されたアクセスを有効にする必要があります。詳細については、「AWS CloudFormationスタッ
クセットで信頼されたアクセスを有効にする」を参照してください。

トピック
• AWS CloudFormation StackSets アクションの仕組み  (p. 507)
• StackSetsパイプラインでアクションを構成する方法 (p. 508)
• CloudFormationStackSet アクション (p. 509)
• CloudFormationStackInstances アクション (p. 517)
• スタックセットオペレーションのアクセス許可モデル (p. 523)
• テンプレートパラメータのデータタイプ (p. 523)
• 以下も参照してください。 (p. 506)

AWS CloudFormation StackSets アクションの仕組み
CloudFormationStackSet アクションは、アクションが初めて実行されているかどうかに応じて、リ
ソースを作成または更新します。

CloudFormationStackSet アクションはスタックセットを 作成 または 更新 して、指定されたインスタ
ンスに変更をデプロイします。

Note

このアクションを使用してスタックインスタンスの追加を含む更新を行う場合、新しいインス
タンスが最初にデプロイされ、更新は最後に完了します。新しいインスタンスは最初に古いバー
ジョンを受け取り、次に更新がすべてのインスタンスに適用されます。

• 作成:インスタンスが指定されておらず、スタックセットが存在しない場合
は、CloudFormationStackSetアクションはインスタンスを作成せずにスタックセットを作成します。

• 更新:CloudFormationStackSetアクションがすでに作成されたスタックセットに対して実行されると、ア
クションはスタックセットを更新します。インスタンスが指定されておらず、スタックセットがすでに
存在する場合は、すべてのインスタンスが更新されます。このアクションが 特定の インスタンスの更新
に使用されている場合、残りのすべてのインスタンスが OUTDATED ステータスに移行します。

CloudFormationStackSetアクションを使用して、次の方法でスタックセットを更新します。
• 一部またはすべてのインスタンスでテンプレートを更新します。
• 一部またはすべてのインスタンスのパラメータを更新します。
• スタックセット の実行ロールを更新します。(これは、管理者ロールで指定された 実行 ロールと一致

しなければなりません)。
• アクセス許可 モデルを変更します (インスタンスが作成されていない場合のみ)。
• AutoDeploymentスタックセットの権限モデルがの場合、有効/無効にしますService Managed。
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• 管理者ロール を更新します。
• スタックセット の説明を更新します。
• デプロイターゲットをスタックセットの更新に追加して、新しいスタックインスタンスを作成しま

す。

CloudFormationStackInstances アクションは、新しいスタックインスタンスを作成するか、古いス
タックインスタンスを更新します。スタックセットが更新されると、インスタンスは古くなりますが、そ
の中のすべてのインスタンスが更新されるわけではありません。

• 作成: スタックがすでに存在する場合には、CloudFormationStackInstances アクションはインス
タンスの更新のみを行い、スタックインスタンスは作成しません。

• 更新: CloudFormationStackSet アクションが実行された後に、テンプレートまたはパラメータが一
部のインスタンスでのみ更新された場合、残りは OUTDATED とマークされます。後期のパイプラインの
ステージでは、CloudFormationStackInstances は断続的にスタックセット内の残りのインスタン
スを更新して、すべてのインスタンスが CURRENT とマークされるようにします。このアクションは、
インスタンスを追加、または新しいインスタンスまたは既存のインスタンスでパラメータをオーバーラ
イドするために使用できます。

アップデートの一環として、CloudFormationStackSet そして CloudFormationStackInstances
アクションは、新しいデプロイターゲットを指定して、新しいスタックインスタンスを作成します。

アップデートの一環として、CloudFormationStackSet そして CloudFormationStackInstances
アクションは、スタックセット、インスタンス、またはリソースを削除しません。アクションがスタック
を更新する一方、すべてのインスタンスが更新されないよう指定する場合、更新を指定しなかったインス
タンスは更新から除外され、ステータスが OUTDATED に設定されます。

デプロイ中、インスタンスへのデプロイが失敗した場合、スタックインスタンスは、OUTDATED のステー
タスを表示することもできます。

StackSetsパイプラインでアクションを構成する方法
ベストプラクティスとして、スタックセットが作成され、最初にサブセットまたは単一のインスタンスに
デプロイされるようにパイプラインを構築する必要があります。デプロイをテストし、生成されたスタッ
クセットを表示したら、CloudFormationStackInstances アクションを追加し、残りのインスタンス
が作成および更新されるようにします。

コンソールまたは CLI を使用して、次のように推奨されるパイプライン構造を作成します。

1. ソースアクションを持つパイプラインを作成し (必須)、CloudFormationStackSet アクションをデ
プロイアクションとして指定します。パイプラインを実行します。

2. パイプラインを最初に実行すると、CloudFormationStackSetアクションによってスタックセットと
少なくとも 1 つの初期インスタンスが作成されます。スタックセットの作成を確認し、初期インスタン
スへのデプロイを確認します。たとえば、Account-Aus-east-1 が指定されたリージョンであるアカウ
ント、Account-A のスタックセットの初期作成の場合、スタックインスタンスはスタックセットで作成
されます。

スタックインスタンス リージョン ステータス

StackInstanceID-1 us-east-1 CURRENT

3. パイプラインを編集して、指定したターゲットのスタックインスタンスを作成または更新する 
2CloudFormationStackInstances 番目のデプロイアクションとして、指定したターゲットのス
タックインスタンスを作成または更新します。たとえば、Account-Aus-east-2eu-central-1およ
びリージョンが指定されるアカウントのスタックインスタンス作成の場合、残りのスタックインスタン
スが作成され、初期インスタンスは次のように更新されます。
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スタックインスタンス リージョン ステータス

StackInstanceID-1 us-east-1 CURRENT

StackInstanceID-2 us-east-2 CURRENT

StackInstanceID-3 eu-central-1 CURRENT

4. 必要に応じてパイプラインを実行して、スタックセットを更新し、スタックインスタンスを更新または
作成します。

アクション設定からデプロイターゲットを削除したスタックの更新を開始すると、更新用に指定されてい
なかったスタックインスタンスがデプロイから削除され、OUTDATED ステータスに移行します。たとえ
ば、Account-A リージョンがアクション設定から削除されたアカウント us-east-2 のスタックインス
タンスの更新の場合、残りのスタックインスタンスが作成され、削除されたインスタンスは OUTDATED 
に設定されます。

スタックインスタンス リージョン ステータス

StackInstanceID-1 us-east-1 CURRENT

StackInstanceID-2 us-east-2 OUTDATED

StackInstanceID-3 eu-central-1 CURRENT

スタックセットのデプロイのベストプラクティスの詳細については、AWS CloudFormationユーザーガイ
ドの「 StackSets のベストプラクティス」を参照してください。

CloudFormationStackSet アクション
このアクションは、パイプラインソースの場所に保存されているテンプレートからスタックセットを作成
または更新します。

スタックセットを定義したら、設定パラメータに指定されたターゲットアカウントや リージョンでスタッ
クを作成、更新、削除できるようになります。スタックの作成、更新、削除の際に、オペレーションを実
行するリージョンの順序、スタックオペレーションを停止するフォールトトレランスパーセンテージ、ス
タックでオペレーションを同時に実行するアカウント数など、その他の環境設定を指定することができま
す。

スタックセットはリージョンのリソースです。1 つの AWS リージョンでスタックを作成した場合、他の
リージョンからそのスタックにアクセスすることはできません。

このアクションをスタックセットに対する更新アクションとして使用する場合、少なくとも 1 つの スタッ
ク インスタンスにデプロイがないと、スタックの更新は許可されません。

トピック
• アクションタイプ (p. 510)
• 設定パラメータ  (p. 510)
• 入力アーティファクト (p. 515)
• 出力アーティファクト (p. 515)
• 出力変数 (p. 515)
• CloudFormationStackSetアクション設定の例 (p. 515)

API バージョン 2015-07-09
509

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/stacksets-bestpractices.html


AWS CodePipeline ユーザーガイド
CloudFormationStackSet アクション

アクションタイプ
• カテゴリ:Deploy
• 所有者: AWS
• プロバイダー: CloudFormationStackSet
• バージョン: 1

設定パラメータ
StackSetName

必須: はい

スタックセットに関連付ける名前。この名前は作成されるリージョンで一意であることが必要です。

名前には、英数字とハイフンのみを使用することができます。アルファベットで始まり、また 128 文
字以下である必要があります。

説明

必須: いいえ

スタックセットの説明。これを使用して、スタックセットの目的やその他の関連情報を記述できま
す。

TemplatePath

必須: はい

スタックセット内のリソースを定義するテンプレートのロケーション。これは、最大サイズ 460,800 
byte のテンプレートを指定する必要があります。

フォーマット "InputArtifactName::TemplateFileName" で、ソースアーティファクト名とテ
ンプレートファイルへのパスを次の例に示すように入力します。

SourceArtifact::template.txt

パラメータ

必須: いいえ

デプロイ中に更新されるスタックセットのテンプレートパラメータのリスト。

パラメータはリテラルリストまたはファイルパスとして提供できます。
• パラメータは、次の
ParameterKey=string,ParameterValue=string,UsePreviousValue=boolean,ResolvedValue=string 
ParameterKey=string,ParameterValue=string,UsePreviousValue=boolean,ResolvedValue=string
のような省略構文のフォーマットで入力できます。これらのデータタイプの詳細については、「テ
ンプレートパラメータのデータタイプ (p. 523)」を参照してください。

次の例は、my- BucketName の値を持つ bucket という名前のパラメータを示しています。

ParameterKey=BucketName,ParameterValue=my-bucket

次の例は、複数のパラメータを持つエントリを示しています。
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  ParameterKey=BucketName,ParameterValue=my-bucket 
  ParameterKey=Asset1,ParameterValue=true               
  ParameterKey=Asset2,ParameterValue=true",             

• 次の例で示すように、フォーマット "InputArtifactName::ParametersFileName" で入力さ
れたテンプレートパラメータのオーバーライドのリストを含むファイルのロケーションを入力でき
ます。

SourceArtifact::parameters.txt

次の例では、parameters.txt のファイルの内容を示します。

[ 
    { 
        "ParameterKey": "KeyName", 
        "ParameterValue": "true" 
    }, 
    { 
        "ParameterKey": "KeyName", 
        "ParameterValue": "true" 
    }
]

機能

必須: いいえ

テンプレート内のリソースのタイプに応じて、テンプレートがリソースを作成および更新できること
を示します。

このプロパティは、スタックテンプレートに IAM リソースがある場合、またはマクロを含むテンプ
レートから直接スタックを作成する場合に使用する必要があります。AWS CloudFormation アクショ
ンがこの方法で正常に動作するためには、以下のいずれかの機能を使用する必要があります。
• CAPABILITY_IAM

• CAPABILITY_NAMED_IAM

機能間にカンマ (スペースなし) を使用して、複数の機能を指定できます。CloudFormationStackSetア
クション設定の例 (p. 515) の例は、複数の機能を持つエントリを示しています。

PermissionModel

必須: いいえ

IAM ロールの作成および管理方法を決定します。フィールドを指定しない場合、デフォルトが使用さ
れます。詳細については、「スタックセットオペレーションのアクセス許可モデル (p. 523)」を参照
してください。

有効な 値は次のとおりです。
• SELF_MANAGED (デフォルト): ターゲットアカウントにデプロイするには、管理者ロールと実行

ロールを作成する必要があります。
• SERVICE_MANAGED:AWS Organizations が管理するアカウントへのデプロイに必要な IAMAWS 

CloudFormation StackSets ロールを自動的に作成します。これには、アカウントが組織のメンバー
である必要があります。

Note

このパラメータは、スタックセットにスタックインスタンスが存在しない場合にのみ変更で
きます。
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AdministrationRoleArn
Note

AWS CloudFormation StackSets 複数のアカウントでオペレーションが実行されるため、ス
タックセットを作成する前に、それらのアカウントで必要なアクセス許可を定義しなければ
なりません。

必須: いいえ
Note

このパラメータは SELF_MANAGED アクセス許可モデルの場合はオプション
で、SERVICE_MANAGED アクセス許可モデルには使用されません。

スタックセットオペレーションの実行に使用される管理者アカウントの IAM ロールの ARN。

名前には、英数字と記号 _+=,.@-, を使用できます。スペースは使用できません。名前で
は、大文字と小文字は区別されません。このロール名は、最小 20 文字、最大 2048 文字の
長さでなければなりません。ロール名はアカウント内で一意である必要があります。ここ
で指定するロール名は、既存のロール名である必要があります。ロール名を指定しない場
合は、 AWSCloudFormationStackSetAdministrationRole に設定されます。指定する場合は 
ServiceManaged、ロール名を定義してはいけません。

ExecutionRoleName
Note

AWS CloudFormation StackSets 複数のアカウントでオペレーションが実行されるため、ス
タックセットを作成する前に、それらのアカウントで必要なアクセス許可を定義しなければ
なりません。

必須: いいえ
Note

このパラメータは SELF_MANAGED アクセス許可モデルの場合はオプション
で、SERVICE_MANAGED アクセス許可モデルには使用されません。

スタックセットオペレーションの実行に使用されるターゲットアカウントの IAM ロールの名前。名前
には、英数字と記号 _+=,.@-, を使用できます。スペースは使用できません。名前では、大文字と小
文字は区別されません。このロール名は、最小 1 文字、最大 64 文字の長さでなければなりません。
ロール名はアカウント内で一意である必要があります。ここで指定するロール名は、既存のロール名
である必要があります。カスタマイズされた実行ロールを使用している場合は、このロールを指定し
ないでください。ロール名を指定しない場合は、AWSCloudFormationStackSetExecutionRole
に設定されます。Service_Managed を true に設定する場合は、ロール名を定義してはいけません。

OrganizationsAutoDeployment

必須: いいえ
Note

このパラメータは SERVICE_MANAGED アクセス許可モデルの場合はオプション
で、SELF_MANAGED アクセス許可モデルには使用されません。

ターゲット組織または組織単位 (OU) に追加したAWS OrganizationsAWS CloudFormation StackSets 
アカウントに自動的にデプロイされるかどうかを示します。もし OrganizationsAutoDeployment
が指定されている場合は、DeploymentTargets そして Regions を指定しないでください。

Note

OrganizationsAutoDeployment に入力が指定されていない場合、デフォルト値は
Disabled です。

有効な 値は次のとおりです。

API バージョン 2015-07-09
512



AWS CodePipeline ユーザーガイド
CloudFormationStackSet アクション

• Enabled。必須: いいえ

StackSets 指定したリージョン内のターゲット組織または組織単位 (OU) に追加されたAWS 
Organizations アカウントに追加のスタックインスタンスを自動的にデプロイします。ターゲット組
織または OUAWS CloudFormation StackSets からアカウントを削除すると、指定されたリージョン
内のアカウントからスタックインスタンスを削除します。

• Disabled。必須: いいえ

StackSets 指定したリージョン内のターゲット組織または組織単位 (OU) に追加されたAWS 
Organizations アカウントに追加のスタックインスタンスを自動的にデプロイしません。

• EnabledWithStackRetention。必須: いいえ

ターゲット組織または OU からアカウントを削除したときに スタックリソースは保持されます。
DeploymentTargets

必須: いいえ
Note

SERVICE_MANAGED アクセス許可モデルでは、デプロイターゲットに組織ルート ID また
は組織単位 ID を提供できます。SELF_MANAGED アクセス許可モデルの場合、アカウント
のみを提供できます。
Note

このパラメータを選択する場合は、リージョン も選択する必要があります。

スタックセットインスタンスを作成および更新する必要がある AWS アカウントまたは組織単位 IDの
リスト。
• アカウント:

アカウントは、リテラルリストまたはファイルパスとして指定できます。
• リテラル: 次の例に示すように、パラメータを省略構文のフォーマット
account_ID,account_ID で入力します。

111111222222,333333444444

• ファイルパス:次の形式で入力された、スタックセットインスタンスを作成
または更新する必要がある、AWSアカウントのリストを含むファイルの場
所InputArtifactName::AccountsFileName。ファイルパスを使用してアカウントまたはの
いずれかを指定する場合OrganizationalUnitIds、次の例に示すように、ファイル形式は JSON で
なければなりません。

SourceArtifact::accounts.txt

次の例では、accounts.txt のファイルの内容を示します。

[ 
    "111111222222"
]

次の例では、accounts.txt複数のアカウントを出品するファイルの内容を示します。

[ 
    "111111222222","333333444444"
]

• OrganizationalUnitIds:
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Note

このパラメータは SERVICE_MANAGED アクセス許可モデルの場合はオプション
で、SELF_MANAGED アクセス許可モデルには使用されません。を選択する場合は使用し
ないでくださいOrganizationsAutoDeployment。

関連するスタックインスタンスを更新する AWS 組織単位。

組織単位 ID は、リテラルリストまたはファイルパスとして提供できます。
• リテラル: 次の例に示すように、カンマで区切って文字列の配列を入力します。

ou-examplerootid111-exampleouid111,ou-examplerootid222-exampleouid222

• ファイルパス:スタックセットインスタンスを作成または更新するファイルの場所。 
OrganizationalUnitIds ファイルパスを使用してアカウントまたはのいずれかを指定する場
合OrganizationalUnitIds、次の例に示すように、ファイル形式は JSON でなければなりません。

ファイルのパスをフォーマット InputArtifactName::OrganizationalUnitIdsFileName
で入力します。

SourceArtifact::OU-IDs.txt

次の例では、OU-IDs.txt のファイルの内容を示します。

[ 
    "ou-examplerootid111-exampleouid111","ou-examplerootid222-exampleouid222"
]

リージョン

必須: いいえ
Note

このパラメータを選択する場合は、も選択する必要がありますDeploymentTargets。

スタックセットインスタンスが作成または更新される AWS リージョンのリスト。リージョンは、入
力された順序で更新されます。

次の例に示すように、AWS フォーマットに有効な Region1,Region2 リージョンのリストを入力し
てください。

us-west-2,us-east-1

FailureTolerancePercentage

必須: いいえ

AWS CloudFormation がリージョンでのオペレーションを停止するまでに、このスタックオペレー
ションの失敗を許容する、リージョンあたりのアカウントの割合 (%)。リージョンでのオペレーショ
ンが停止すると、AWS CloudFormation は以降のリージョンでオペレーションを試行しません。指定
した割合に基づいてアカウント数を計算する際に、AWS CloudFormation は最も近い整数に 切り捨て
ます。

MaxConcurrentPercentage

必須: いいえ

このオペレーションを一度に実行するアカウントの最大の割合。指定した割合に基づいてアカウント
数を計算する際に、AWS CloudFormation は最も近い整数に 切り捨てます。四捨五入すると 0 になる
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場合、代わりに AWS CloudFormation によって数字は 1 に設定されます。この設定で 最大値 を指定
する場合でも、大規模なデプロイでは、同時に処理される実際のアカウント数はサービスのスロット
リングのために低くなる可能性があります。

入力アーティファクト
CloudFormationStackSetアクションには、スタックセットのテンプレートを含む入力アーティファク
トを少なくとも 1 つ含める必要があります。デプロイターゲット、アカウント、およびパラメータのリス
トには、より多くの入力アーティファクトを含めることができます。

• アーティファクトの数:1 to 3
• 説明: アーティファクトを含めて、以下を提供できます。

• スタックテンプレートファイル （TemplatePath パラメータを参照。）
• パラメータファイル （Parameters パラメータを参照。）
• アカウントファイル （DeploymentTargets パラメータを参照。）

出力アーティファクト
• アーティファクトの数:0
• 説明: 入力アーティファクトは、このアクションタイプには適用されません。

出力変数
このアクションを設定すると、パイプライン内のダウンストリームアクションのアクション設定によっ
て参照できる変数が生成されます。名前空間を使用してアクションを設定し、これらの変数をダウンスト
リームアクションの設定で使用できるようにします。

• StackSetId: スタックセットの ID。
• OperationId: スタックセット操作の ID。

詳細については、「可変 (p. 573)」を参照してください。

CloudFormationStackSetアクション設定の例
次の例では、アクションのアクション設定を示します。CloudFormationStackSet

自己管理型のアクセス許可モデルの例
次の例は、入力されたデプロイターゲットがアカウント ID CloudFormationStackSetであるアクションの
アクションで、入力されたデプロイターゲットがAWSアカウント ID であるアクションのアクションのア
クションのアクションで、

YAML

Name: CreateStackSet
ActionTypeId: 
  Category: Deploy 
  Owner: AWS 
  Provider: CloudFormationStackSet 
  Version: '1'
RunOrder: 1
Configuration: 
  DeploymentTargets: '111111222222' 
  FailureTolerancePercentage: '20' 
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  MaxConcurrentPercentage: '25' 
  PermissionModel: SELF_MANAGED 
  Regions: us-east-1 
  StackSetName: my-stackset 
  TemplatePath: 'SourceArtifact::template.json'
OutputArtifacts: []
InputArtifacts: 
  - Name: SourceArtifact
Region: us-west-2
Namespace: DeployVariables

JSON

{ 
    "Name": "CreateStackSet", 
    "ActionTypeId": { 
        "Category": "Deploy", 
        "Owner": "AWS", 
        "Provider": "CloudFormationStackSet", 
        "Version": "1" 
    }, 
    "RunOrder": 1, 
    "Configuration": { 
        "DeploymentTargets": "111111222222", 
        "FailureTolerancePercentage": "20", 
        "MaxConcurrentPercentage": "25", 
        "PermissionModel": "SELF_MANAGED", 
        "Regions": "us-east-1", 
        "StackSetName": "my-stackset", 
        "TemplatePath": "SourceArtifact::template.json" 
    }, 
    "OutputArtifacts": [], 
    "InputArtifacts": [ 
        { 
            "Name": "SourceArtifact" 
        } 
    ], 
    "Region": "us-west-2", 
    "Namespace": "DeployVariables"
}

サービス管理型のアクセス許可モデルの例
次の例は、CloudFormationStackSetサービス管理アクセス許可モデルのアクションで、AWS 
Organizations auto デプロイのオプションがスタックリテンションによって有効になっていることを示し
ています。

YAML

Name: Deploy
ActionTypeId: 
  Category: Deploy 
  Owner: AWS 
  Provider: CloudFormationStackSet 
  Version: '1'
RunOrder: 1
Configuration: 
  Capabilities: 'CAPABILITY_IAM,CAPABILITY_NAMED_IAM' 
  OrganizationsAutoDeployment: EnabledWithStackRetention 
  PermissionModel: SERVICE_MANAGED 
  StackSetName: stacks-orgs 
  TemplatePath: 'SourceArtifact::template.json'
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OutputArtifacts: []
InputArtifacts: 
  - Name: SourceArtifact
Region: eu-central-1
Namespace: DeployVariables

JSON

{ 
    "Name": "Deploy", 
    "ActionTypeId": { 
        "Category": "Deploy", 
        "Owner": "AWS", 
        "Provider": "CloudFormationStackSet", 
        "Version": "1" 
    }, 
    "RunOrder": 1, 
    "Configuration": { 
        "Capabilities": "CAPABILITY_IAM,CAPABILITY_NAMED_IAM", 
        "OrganizationsAutoDeployment": "EnabledWithStackRetention", 
        "PermissionModel": "SERVICE_MANAGED", 
        "StackSetName": "stacks-orgs", 
        "TemplatePath": "SourceArtifact::template.json" 
    }, 
    "OutputArtifacts": [], 
    "InputArtifacts": [ 
        { 
            "Name": "SourceArtifact" 
        } 
    ], 
    "Region": "eu-central-1", 
    "Namespace": "DeployVariables"
}

CloudFormationStackInstances アクション
このアクションは 新しいインスタンスを作成し、指定されたインスタンスに スタックセットをデプロイ
します。スタックインスタンスは、リージョン内のターゲットアカウントのスタックへのリファレンスで
す。スタックインスタンスは、スタックがなくても存在することができます。たとえば、スタックの作成
が失敗した場合は、スタック作成の失敗理由がスタックインスタンスに表示されます。スタックインスタ
ンスに関連付けられるスタックセットは、1 つのみです。

スタックセットを初めて作成したら、を使用して新しいスタックインスタンスを追加できま
すCloudFormationStackInstances。テンプレートパラメータ値は、スタックセットインスタンスの
作成または更新オペレーション中にスタックインスタンスレベルでオーバーライドできます。

各スタックセットには、1 つのテンプレートとテンプレートパラメータのセットがあります。テンプレー
トまたはテンプレートパラメータを更新すると、セット全体のパラメータが更新されます。次に、変更が
そのインスタンスにデプロイされるまですべてのインスタンスステータスが OUTDATED に設定されます。

特定のインスタンスのパラメータ値をオーバーライドするには、たとえばテンプレートに stage のパラ
メータが prod の値で含まれている場合、そのパラメータ値を beta または gamma にオーバーライドでき
ます。

トピック
• アクションタイプ (p. 518)
• 設定パラメータ  (p. 518)
• 入力アーティファクト (p. 521)
• 出力アーティファクト (p. 521)
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• 出力変数 (p. 521)
• アクション設定の例  (p. 521)

アクションタイプ
• カテゴリ:Deploy
• 所有者: AWS
• プロバイダー: CloudFormationStackInstances
• バージョン: 1

設定パラメータ
StackSetName

必須: はい

スタックセットに関連付ける名前。この名前は作成されるリージョンで一意であることが必要です。

名前には、英数字とハイフンのみを使用することができます。アルファベットで始まり、また 128 文
字以下である必要があります。

DeploymentTargets

必須: いいえ
Note

SERVICE_MANAGED アクセス許可モデルでは、デプロイターゲットに組織ルート ID また
は組織単位 ID を提供できます。SELF_MANAGED アクセス許可モデルの場合、アカウント
のみを提供できます。
Note

このパラメータを選択する場合は、リージョン も選択する必要があります。

スタックセットインスタンスを作成および更新する必要がある AWS アカウントまたは組織単位 IDの
リスト。
• アカウント:

アカウントは、リテラルリストまたはファイルパスとして指定できます。
• リテラル: 次の例に示すように、パラメータを省略構文のフォーマット
account_ID,account_ID で入力します。

111111222222,333333444444

• ファイルパス:次の形式で入力された、スタックセットインスタンスを作成
または更新する必要がある、AWSアカウントのリストを含むファイルの場
所InputArtifactName::AccountsFileName。ファイルパスを使用してアカウントまたはの
いずれかを指定する場合OrganizationalUnitIds、次の例に示すように、ファイル形式は JSON で
なければなりません。

SourceArtifact::accounts.txt

次の例では、accounts.txt のファイルの内容を示します。

[ 
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    "111111222222"
]

次の例では、accounts.txt複数のアカウントを出品するファイルの内容を示します。

[ 
    "111111222222","333333444444"
]

• OrganizationalUnitIds:

Note

このパラメータは SERVICE_MANAGED アクセス許可モデルの場合はオプション
で、SELF_MANAGED アクセス許可モデルには使用されません。を選択する場合は使用し
ないでくださいOrganizationsAutoDeployment。

関連するスタックインスタンスを更新する AWS 組織単位。

組織単位 ID は、リテラルリストまたはファイルパスとして指定できます。
• リテラル: 次の例に示すように、カンマで区切って文字列の配列を入力します。

ou-examplerootid111-exampleouid111,ou-examplerootid222-exampleouid222

• ファイルパス:スタックセットインスタンスを作成または更新するファイルの場所。 
OrganizationalUnitIds ファイルパスを使用してアカウントまたはのいずれかを指定する場
合OrganizationalUnitIds、次の例に示すように、ファイル形式は JSON でなければなりません。

ファイルのパスをフォーマット InputArtifactName::OrganizationalUnitIdsFileName
で入力します。

SourceArtifact::OU-IDs.txt

次の例では、OU-IDs.txt のファイルの内容を示します。

[ 
    "ou-examplerootid111-exampleouid111","ou-examplerootid222-exampleouid222"
]

リージョン

必須: はい

Note

このパラメータを選択する場合は、も選択する必要がありますDeploymentTargets。

スタックセットインスタンスが作成または更新される AWS リージョンのリスト。リージョンは、入
力された順序で更新されます。

次の例に示すように、AWS のフォーマットに有効な Region1,Region2 リージョンのリストを入力
します。

us-west-2,us-east-1

ParameterOverrides

必須: いいえ
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選択したスタックインスタンスでオーバーライドしたいスタックセットパラメータのリスト。オー
バーライドされたパラメータ値は、指定されたアカウントおよびリージョン内のすべてのスタックイ
ンスタンスに適用されます。

パラメータはリテラルリストまたはファイルパスとして提供できます。
• パラメータは、次の
ParameterKey=string,ParameterValue=string,UsePreviousValue=boolean,ResolvedValue=string 
ParameterKey=string,ParameterValue=string,UsePreviousValue=boolean,ResolvedValue=string
のような省略構文のフォーマットで入力できます。これらのデータタイプの詳細については、「テ
ンプレートパラメータのデータタイプ (p. 523)」を参照してください。

次の例は、my- BucketName の値を持つ bucket という名前のパラメータを示しています。

ParameterKey=BucketName,ParameterValue=my-bucket

次の例は、複数のパラメータを持つエントリを示しています。

                                                                                     
                 
  ParameterKey=BucketName,ParameterValue=my-bucket 
  ParameterKey=Asset1,ParameterValue=true               
  ParameterKey=Asset2,ParameterValue=true          

• 次の例で示すように、フォーマット InputArtifactName::ParameterOverridessFileName
で入力されたテンプレートパラメータのオーバーライドのリストを含むファイルのロケーションを
入力できます。

SourceArtifact::parameter-overrides.txt

次の例では、parameter-overrides.txt のファイルの内容を示します。

[ 
    { 
        "ParameterKey": "KeyName", 
        "ParameterValue": "true" 
    }, 
    { 
        "ParameterKey": "KeyName", 
        "ParameterValue": "true" 
    }
]

FailureTolerancePercentage

必須: いいえ

AWS CloudFormation がリージョンでのオペレーションを停止するまでに、このスタックオペレー
ションの失敗を許容する、リージョンあたりのアカウントの割合 (%)。リージョンでのオペレーショ
ンが停止すると、AWS CloudFormation は以降のリージョンでオペレーションを試行しません。指定
した割合に基づいてアカウント数を計算する際に、AWS CloudFormation は最も近い整数に 切り捨て
ます。

MaxConcurrentPercentage

必須: いいえ

このオペレーションを一度に実行するアカウントの最大の割合。指定した割合に基づいてアカウント
数を計算する際に、AWS CloudFormation は最も近い整数に 切り捨てます。四捨五入すると 0 になる
場合、代わりに AWS CloudFormation によって数字は 1 に設定されます。最大値 を指定する場合で
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も、大規模なデプロイでは、同時に処理される実際のアカウント数はサービスのスロットリングのた
めに低くなる可能性があります。

入力アーティファクト
CloudFormationStackInstances にデプロイターゲットとパラメータをリストするアーティファクト
を含めることができます。

• アーティファクトの数:0 to 2
• 説明: 入力として、 スタックセットアクションはオプションでこれらの目的でアーティファクトを受け

入れます。
• 使用するパラメータファイルを提供するには （ParameterOverrides パラメータを参照。）
• 使用するターゲットアカウントファイルを提供するには （DeploymentTargets パラメータを参

照。）

出力アーティファクト
• アーティファクトの数:0
• 説明: 入力アーティファクトは、このアクションタイプには適用されません。

出力変数
このアクションを設定すると、パイプライン内のダウンストリームアクションのアクション設定によっ
て参照できる変数が生成されます。名前空間を使用してアクションを設定し、これらの変数をダウンスト
リームアクションの設定で使用できるようにします。

• StackSetId: スタックセットの ID。
• OperationId: スタックセット操作の ID。

詳細については、「可変 (p. 573)」を参照してください。

アクション設定の例
次の例では、アクションのアクション設定を示します。CloudFormationStackInstances

自己管理型のアクセス許可モデルの例
次の例は、入力されたデプロイターゲットが ID CloudFormationStackInstancesであるアクションのアク
ションで、入力されたデプロイターゲットがAWS アカウント ID111111222222 であるアクションのアク
ションのアクションのアクションで、

YAML

Name: my-instances
ActionTypeId: 
  Category: Deploy 
  Owner: AWS 
  Provider: CloudFormationStackInstances 
  Version: '1'
RunOrder: 2
Configuration: 
  DeploymentTargets: '111111222222' 
  Regions: 'us-east-1,us-east-2,us-west-1,us-west-2' 
  StackSetName: my-stackset
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OutputArtifacts: []
InputArtifacts: 
  - Name: SourceArtifact
Region: us-west-2

JSON

{ 
    "Name": "my-instances", 
    "ActionTypeId": { 
        "Category": "Deploy", 
        "Owner": "AWS", 
        "Provider": "CloudFormationStackInstances", 
        "Version": "1" 
    }, 
    "RunOrder": 2, 
    "Configuration": { 
        "DeploymentTargets": "111111222222", 
        "Regions": "us-east-1,us-east-2,us-west-1,us-west-2", 
        "StackSetName": "my-stackset" 
    }, 
    "OutputArtifacts": [], 
    "InputArtifacts": [ 
        { 
            "Name": "SourceArtifact" 
        } 
    ], 
    "Region": "us-west-2"
}

サービス管理型のアクセス許可モデルの例
次の例は、CloudFormationStackInstancesサービス管理アクセス許可モデルのアクションで、デプロイ
ターゲットがAWS Organizations の組織単位 ID であることを示していますou-1111-1example。

YAML

Name: Instances
ActionTypeId: 
  Category: Deploy 
  Owner: AWS 
  Provider: CloudFormationStackInstances 
  Version: '1'
RunOrder: 2
Configuration: 
  DeploymentTargets: ou-1111-1example 
  Regions: us-east-1 
  StackSetName: my-stackset
OutputArtifacts: []
InputArtifacts: 
  - Name: SourceArtifact
Region: eu-central-1

JSON

{ 
    "Name": "Instances", 
    "ActionTypeId": { 
        "Category": "Deploy", 
        "Owner": "AWS", 
        "Provider": "CloudFormationStackInstances", 
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        "Version": "1" 
    }, 
    "RunOrder": 2, 
    "Configuration": { 
        "DeploymentTargets": "ou-1111-1example", 
        "Regions": "us-east-1", 
        "StackSetName": "my-stackset" 
    }, 
    "OutputArtifacts": [], 
    "InputArtifacts": [ 
        { 
            "Name": "SourceArtifact" 
        } 
    ], 
    "Region": "eu-central-1"
}

スタックセットオペレーションのアクセス許可モデル
AWS CloudFormation StackSets 複数のアカウントでオペレーションが実行されるため、スタックセット
を作成する前に、それらのアカウントで必要なアクセス許可を定義しなければなりません。アクセス許可
は、自己管理型のアクセス許可またはサービス管理型のアクセス許可を使用して定義できます。

自己管理アクセス許可を使用して、必要な 2 つの IAM ロールを作成します。これは、 
AWSCloudFormationStackSetAdministrationRole スタックセットを定義するアカウント内の管理者ロー
ルと、 AWSCloudFormationStackSetExecutionRole スタックセットインスタンスをデプロイする各ア
カウント内の実行ロールです。 StackSets StackSets このアクセス許可モデルを使用すると、IAM ロー
ルを作成するアクセス許可を持つ任意のAWSアカウントにデプロイできます。詳細については、[AWS 
CloudFormation ユーザーガイド ] の「自己管理型のアクセス許可の承認」を参照してください。

Note

AWS CloudFormation StackSets 複数のアカウントでオペレーションが実行されるため、スタッ
クセットを作成する前に、それらのアカウントで必要なアクセス許可を定義しなければなりませ
ん。

サービス管理型のアクセス許可を使用する場合、AWS Organizations が管理するアカウントにスタックイ
ンスタンスをデプロイできます。このアクセス許可モデルを使用すると、必要な IAM ロールを作成する必
要はありません。ユーザーに代わって IAM StackSets ロールを作成します。このモデルでは、将来組織に
追加されるアカウントへの自動デプロイを有効にすることもできます。[AWS ユーザーガイド ] の「AWS 
CloudFormation Organizations で信頼されたアクセスを有効にする」を参照してください。

テンプレートパラメータのデータタイプ
スタックセットオペレーションで使用されるテンプレートパラメータには、次のデータタイプが含まれま
す。詳細については、を参照してくださいDescribeStackSet。

ParameterKey
• 説明: パラメータに関連付けられたキー。特定のパラメータにキーと値が指定されていない場

合、AWS CloudFormationはテンプレートに指定されているデフォルト値を使用します。
• 例:

"ParameterKey=BucketName,ParameterValue=my-bucket"

ParameterValue
• 説明: パラメータに関連付けられた入力値。
• 例:
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以下も参照してください。

"ParameterKey=BucketName,ParameterValue=my-bucket"

UsePreviousValue
• スタックの更新中に、スタックが特定のパラメータキーに使用している既存のパラメータ値を使用

します。true を指定した場合は、パラメータ値を指定しないでください。
• 例:

"ParameterKey=Asset1,UsePreviousValue=true"

各スタックセットには、1 つのテンプレートとテンプレートパラメータのセットがあります。テンプレー
トまたはテンプレートパラメータを更新すると、セット全体のパラメータが更新されます。次に、変更が
そのインスタンスにデプロイされるまですべてのインスタンスステータスが OUTDATED に設定されま
す。

特定のインスタンスのパラメータ値をオーバーライドするには、たとえばテンプレートに stage のパラ
メータが prod の値で含まれている場合、そのパラメータ値を beta または gamma にオーバーライドでき
ます。

以下も参照してください。
このアクションを利用する際に役立つ関連リソースは以下の通りです。

• パラメータタイプ-[AWS CloudFormationユーザーガイド] 内のこのリファレンスチャプターでは、 
CloudFormation テンプレートパラメータの詳細と例をより詳しく提供します。

• ベストプラクティス-スタックセットのデプロイのベストプラクティスの詳細について
は、AWS CloudFormationユーザーガイドのを参照してくださいhttps://docs.aws.amazon.com/ 
AWSCloudFormation/latest/UserGuide/stacksets-bestpractices.html。

• AWS CloudFormationAPI リファレンス-スタックセットオペレーションで使用されるパラメータの詳細
については、[AWS CloudFormationAPI リファレンス] CloudFormation の次のアクションを参照できま
す。

• CreateStackSetアクションはスタックセットを作成します。
• UpdateStackSetアクションで、指定されたアカウントおよびリージョン内のスタックセットおよび関

連するスタックインスタンスを更新します。スタックセットの更新で作成されたスタックセットオペ
レーションが (完全または部分的に、指定されたフォルトトレランス値以下または以上となり) 失敗し
ても、スタックセットはこれらの変更で更新されます。 CreateStackInstances 指定されたスタック
セットに対する後続の呼び出しでは、更新されたスタックセットが使用されます。

• CreateStackInstancesアクションで、自己管理アクセス許可モデルで指定されたすべてのアカウント
内、またはサービス管理アクセス許可モデルで指定されたすべてのデプロイターゲット内に、指定
されたすべてのリージョンのスタックインスタンスを作成します。このアクションによって作成され
たインスタンスのパラメータをオーバーライドできます。インスタンスがすでに存在する場合は、 
CreateStackInstances UpdateStackInstances 同じ入力パラメータで呼び出しを行います。このアク
ションを使用してインスタンスを作成しても、他のスタックインスタンスのステータスは変更されま
せん。

• UpdateStackInstancesアクションで、自己管理アクセス許可モデルで指定されたすべてのアカウント
内、またはサービス管理アクセス許可モデルで指定されたすべてのデプロイターゲット内で、指定さ
れたすべてのリージョンのスタックセットによってスタックインスタンスを最新にします。このアク
ションによって更新されたインスタンスのパラメータをオーバーライドできます。このアクションを
使用してインスタンスのサブセットを更新しても、他のスタックインスタンスのステータスは変更さ
れません。

• DescribeStackSetOperationアクションは、指定されたスタックセットオペレーションの説明を返しま
す。
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• DescribeStackSetアクションは、指定されたスタックセットの説明を返します。

AWS CodeBuild
パイプラインの一部としてビルドとテストを実行できます。 CodeBuild ビルドまたはテストアクションを
実行すると、 CodeBuild ビルド仕様で指定されたコマンドがコンテナ内で実行されます。 CodeBuild ア
クションへの入力アーティファクトとして指定されたすべてのアーティファクトは、コマンドを実行する
コンテナ内で使用できます。 CodeBuild ビルドまたはテストアクションのいずれかを提供すことができま
す。詳細については、AWS CodeBuild ユーザーガイドを参照してください。

CodePipeline コンソールでウィザードを使用してビルドプロジェクトを作成すると、ビルドプロジェクト
にはソースプロバイダがであることが表示されます CodePipeline。 CodeBuild CodeBuildコンソールでビ
ルドプロジェクトを作成する場合、 CodePipeline ソースプロバイダとして指定することはできませんが、
パイプラインにビルドアクションを追加すると CodeBuild コンソールでソースが調整されます。詳細につ
いては、AWS CodeBuild API リファレンスの「ProjectSource」を参照してください。

トピック
• アクションタイプ (p. 525)
• 設定パラメータ  (p. 525)
• 入力アーティファクト (p. 526)
• 出力アーティファクト (p. 527)
• 出力変数 (p. 527)
• アクションの宣言 (CodeBuild の例) (p. 527)
• 以下も参照してください。 (p. 528)

アクションタイプ
• カテゴリ: Build または Test
• 所有者: AWS
• プロバイダー: CodeBuild
• バージョン: 1

設定パラメータ
ProjectName

必須: はい

ProjectNameはのビルドプロジェクトの名前です CodeBuild。
PrimarySource

必須: 条件による

PrimarySourceパラメータの値は、アクションへの入力アーティファクトの名前の 1 つでなければ
なりません。 CodeBuild ビルド仕様ファイルを探し、このアーティファクトを解凍したものを含む
ディレクトリでビルド仕様コマンドを実行します。

このパラメータは、 CodeBuild アクションに複数の入力アーティファクトが指定されている場合に必
要です。アクションのソースアーティファクトが 1 つだけの場合、PrimarySource アーティファク
トはデフォルトでそのアーティファクトになります。
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BatchEnabled

必須: いいえ

この BatchEnabled パラメータのブール値は、アクションが同じビルド実行で複数のビルドを実行
することを可能にします。

このオプションを有効にすると、CombineArtifacts オプションが使用できます。

バッチビルドを有効にしたパイプラインの例については、[CodePipeline CodeBuild 統合とバッチビル
ドの統合] を参照してください。

CombineArtifacts

必須: いいえ

この CombineArtifacts パラメータのブール値は、バッチ ビルドからのすべてのビルド アーティ
ファクトをビルド アクションのための単一の アーティファクト ファイルにまとめます。

このオプションを使用するには、BatchEnabled パラメータを有効にする必要があります。
EnvironmentVariables

必須: いいえ

このパラメータの値は、パイプラインの CodeBuild アクションの環境変数を設定するために使用され
ます。EnvironmentVariables パラメータの値は、環境変数オブジェクトの JSON 配列の形式をと
ります。「アクションの宣言 (CodeBuild の例) (p. 527)」のパラメータ例を参照してください。

各オブジェクトには 3 つの部分があり、それらはすべて文字列です。
• name: 環境変数の名前またはキー。
• value: 環境変数の値。PARAMETER_STORE または SECRETS_MANAGER タイプを使用する場合、

この値はそれぞれ AWS Systems Manager Parameter Store に保存済みのパラメータ名か、AWS 
Secrets Manager に保存済みのシークレット名である必要があります。

Note

機密情報、AWS特に認証情報を保存する場合には、環境変数を使用しないことを強くお勧
めします。 CodeBuild コンソールやAWS CLI を使用すると、環境変数がプレーンテキスト
で表示されます。機密の値の場合は、代わりに SECRETS_MANAGER タイプを使用すること
をお勧めします。

• type: (任意) 環境変数の型。有効な値は PARAMETER_STORE、SECRETS_MANAGER、または
PLAINTEXT です。指定しない場合、この値はデフォルトで PLAINTEXT になります。

Note

環境変数設定にnamevalue、、typeを入力するとき、 CodePipeline 特に環境変数に出力変
数構文が含まれている場合は、設定の値フィールドの 1000 文字の制限を超えないようにし
てください。この制限を超えると、検証エラーが返されます。

詳細については、AWS CodeBuild API  EnvironmentVariableリファレンスのを参照してください。 
CodeBuild GitHub ブランチ名に解決される環境変数を持つアクションの例については、を参照してく
ださい例: BranchName CodeBuild 変数を環境変数と共に使用する (p. 380)。

入力アーティファクト
• アーティファクトの数:1 to 5
• [説明 CodeBuild :] ビルド仕様ファイルを探し、プライマリソースアーティファクトのディレクトリか

らビルド仕様コマンドを実行します。 CodeBuild アクションに複数の入力ソースが指定されている場
合、PrimarySourceこのアーティファクトはのアクション設定パラメータを使用して設定する必要が
あります CodePipeline。
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各入力アーティファクトは独自のディレクトリに抽出され、その場所は環境変数に保存さ
れます。プライマリソースアーティファクトのディレクトリは $CODEBUILD_SRC_DIR
で使用できるようになります。他のすべての入力アーティファクトのディレクトリ
は、$CODEBUILD_SRC_DIR_yourInputArtifactName で使用できるようになります。

Note

CodeBuild プロジェクトで設定されたアーティファクトは、 CodeBuild パイプラインのアク
ションで使用される入力アーティファクトになります。

出力アーティファクト
• アーティファクトの数:0 to 5
• [説明:] これらは、 CodeBuild ビルド仕様ファイルで定義されたアーティファクトを、パイプラインの後

続のアクションで利用できるようにするために使用します。出力アーティファクトが 1 つだけ定義され
ている場合、このアーティファクトはビルド仕様ファイルの artifacts セクションの直下で定義でき
ます。複数の出力アーティファクトを指定する場合、参照されるすべてのアーティファクトは、ビルド
仕様ファイルでセカンダリアーティファクトとして定義する必要があります。の出力アーティファクト
の名前は、 CodePipeline ビルド仕様ファイルのアーティファクト識別子と一致しなければなりません。

Note

CodeBuild プロジェクトで設定されたアーティファクトは、 CodePipeline パイプラインアク
ションへの入力アーティファクトになります。

バッチビルド用に CombineArtifacts パラメータが選択されている場合、出力アーティファクトの場
所には、同じ実行で実行された複数のビルドから結合されたアーティファクトが含まれます。

出力変数
このアクションは、ビルドの一部としてエクスポートされたすべての環境変数を変数として生成します。
環境変数をエクスポートする方法の詳細については、AWS CodeBuildAPI  EnvironmentVariableガイドのを
参照してください。

CodeBuild での環境変数の使用方法の詳細については CodePipeline、の例を参照してくださいCodeBuild 
アクション出力変数 (p. 581)。で使用できる環境変数のリストについては CodeBuild、AWS CodeBuild
ユーザーガイドの「ビルド環境の環境変数」を参照してください。

アクションの宣言 (CodeBuild の例)
YAML

Name: Build
Actions: 
  - Name: PackageExport 
    ActionTypeId: 
      Category: Build 
      Owner: AWS 
      Provider: CodeBuild 
      Version: '1' 
    RunOrder: 1 
    Configuration: 
      BatchEnabled: 'true' 
      CombineArtifacts: 'true' 
      ProjectName: my-build-project 
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以下も参照してください。

      PrimarySource: MyApplicationSource1 
      EnvironmentVariables: 
 '[{"name":"TEST_VARIABLE","value":"TEST_VALUE","type":"PLAINTEXT"},
{"name":"ParamStoreTest","value":"PARAMETER_NAME","type":"PARAMETER_STORE"}]' 
    OutputArtifacts: 
      - Name: MyPipeline-BuildArtifact 
    InputArtifacts: 
      - Name: MyApplicationSource1 
      - Name: MyApplicationSource2 
       

JSON

{ 
    "Name": "Build", 
    "Actions": [ 
        { 
            "Name": "PackageExport", 
            "ActionTypeId": { 
                "Category": "Build", 
                "Owner": "AWS", 
                "Provider": "CodeBuild", 
                "Version": "1" 
            }, 
            "RunOrder": 1, 
            "Configuration": { 
                "BatchEnabled": "true", 
                "CombineArtifacts": "true", 
                "ProjectName": "my-build-project", 
                "PrimarySource": "MyApplicationSource1", 
                "EnvironmentVariables": "[{\"name\":\"TEST_VARIABLE\",\"value\":
\"TEST_VALUE\",\"type\":\"PLAINTEXT\"},{\"name\":\"ParamStoreTest\",\"value\":
\"PARAMETER_NAME\",\"type\":\"PARAMETER_STORE\"}]" 
            }, 
            "OutputArtifacts": [ 
                { 
                    "Name": "MyPipeline-BuildArtifact" 
                } 
            ], 
            "InputArtifacts": [ 
                { 
                    "Name": "MyApplicationSource1" 
                }, 
                { 
                    "Name": "MyApplicationSource2" 
                } 
            ] 
        } 
    ]
}

以下も参照してください。
このアクションを利用する際に役立つ関連リソースは以下の通りです。

• AWS CodeBuildユーザーガイド — CodeBuild アクションを含むパイプラインの例については、「
CodePipeline with CodeBuild を使用してコードをテストし、ビルドを実行する」を参照してください。 
CodeBuild 複数の入力ソースと出力アーティファクトの例については、[複数の入力ソースと出力アー
ティファクトのサンプルとCodePipeline統合] を参照してください。 CodeBuild

• チュートリアル:を使用して Android アプリケーションを構築およびテストするパイプラインを作成しま
す。AWS Device Farm (p. 72)-このチュートリアルでは、とを使用して Android GitHub アプリケーショ
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ンをビルドおよびテストするソースでパイプラインを作成するためのサンプルビルド仕様ファイルとサ
ンプルアプリケーションを提供しますAWS Device Farm。 CodeBuild

• ビルド仕様リファレンス CodeBuild -このリファレンストピックでは、 CodeBuild ビルド仕様ファイル
を理解するための定義と例を提供します。で使用できる環境変数のリストについては CodeBuild、AWS 
CodeBuildユーザーガイドの「ビルド環境の環境変数」を参照してください。

CodeCommit
CodeCommit 設定したリポジトリとブランチで新しいコミットが行われると、パイプラインがスタートし
ます。

コンソールを使用してパイプラインを作成または編集する場合、リポジトリで変更が発生したときにパイ
プラインを開始する CodeCommit CloudWatch Events CodePipeline の規則を作成します。

CodeCommit アクションを使用してパイプラインを接続する前に、 CodeCommit リポジトリを作成してお
く必要があります。

コードの変更が検出された後は、後続のアクションにコードを渡すための次のオプションがあります。

• [デフォルト] — CodeCommit ソースアクションが、コミットの浅いコピーを含む ZIP ファイルを出力す
るように設定します。

• [フルクローン] — ソースアクションが、後続のアクションのためにリポジトリへの Git URL リファレン
スを出力するように設定します。

現在、Git URL リファレンスは、リポジトリと関連する Git CodeBuild メタデータをクローンするために
ダウンストリームのアクションでのみ使用できます。Git URL リファレンスを、CodeBuild アクション
以外に渡そうとすると、エラーが発生します。

トピック
• アクションタイプ (p. 529)
• 設定パラメータ  (p. 529)
• 入力アーティファクト (p. 530)
• 出力アーティファクト (p. 531)
• 出力変数 (p. 531)
• アクション設定の例  (p. 531)
• 以下も参照してください。 (p. 533)

アクションタイプ
• カテゴリ:Source
• 所有者: AWS
• プロバイダー: CodeCommit
• バージョン: 1

設定パラメータ
RepositoryName

必須: はい
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ソースの変更が検出されるリポジトリの名前。
BranchName

必須: はい

ソースの変更が検出されるブランチの名前。
PollForSourceChanges

必須: いいえ

PollForSourceChanges CodePipeline CodeCommitソースの変更についてリポジトリをポーリン
グするかどうかを制御します。代わりに CloudWatch Events を使用してソースの変更を検出すること
をお勧めします。 CloudWatch イベントの設定の詳細については、「」ポーリングパイプラインの転
送 (CodeCommitソース) (CLI) (p. 260) または「」を参照してくださいポーリングパイプラインの移行 
(CodeCommitソース) (AWS CloudFormationテンプレート) (p. 263)。

Important

CloudWatch Events ルールを設定する場合、PollForSourceChangesfalseパイプライン
実行の重複実行を避けるように設定する必要があります。

このパラメータの有効な値:
• true: 設定されている場合、 CodePipeline ソースの変更についてリポジトリをポーリングします。

Note

省略した場合PollForSourceChanges、 CodePipeline デフォルトでソースの変更につい
てリポジトリをポーリングします。この動作は、PollForSourceChanges が含まれてお
り、true に設定されている場合と同じです。

• false: 設定されている場合、 CodePipeline ソースの変更についてリポジトリをポーリングしませ
ん。 CloudWatch ソースの変更を検出するようにEvents ルールを設定する場合は、この設定を使用
します。

OutputArtifactFormat

必須: いいえ

出力 アーティファクト フォーマット。値は CODEBUILD_CLONE_REF または CODE_ZIP のいずれか
です。指定しない場合、デフォルトの CODE_ZIP が使用されます。

Important

CODEBUILD_CLONE_REF オプションは、下流の CodeBuild アクションのみで使用できま
す。
このオプションを選択した場合は、codecommit:GitPull CodeBuild に示すようにサー
ビスロールに権限を追加する必要があります CodeBuild GitClone CodeCommitソースア
クションの権限を追加 (p. 411)。また、に示すように、codecommit:GetRepository
CodePipelineサービスロールに権限を追加する必要がありますCodePipeline サービスロール
にアクセス許可を追加する (p. 459)。[フルクローン] オプションを使用する方法を示すチュー
トリアルについては、チュートリアル: CodeCommit パイプラインソースでフルクローンを使
用する (p. 143) を参照してください。

入力アーティファクト
• アーティファクトの数:0
• 説明: 入力アーティファクトは、このアクションタイプには適用されません。
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出力アーティファクト
• アーティファクトの数:1
• 説明: このアクションの出力アーティファクトは、パイプライン実行のソースリビジョンとして指定さ

れたコミットで設定されたリポジトリとブランチの内容を含む ZIP ファイルです。リポジトリから生成
されるアーティファクトは、 CodeCommit アクションの出力アーティファクトです。ソースコードの
コミット ID は、 CodePipeline パイプライン実行のトリガーとなるソースリビジョンとして表示されま
す。

出力変数
このアクションを設定すると、パイプライン内のダウンストリームアクションのアクション設定によって
参照できる変数が生成されます。このアクションは、アクションに名前空間がない場合でも、出力変数と
して表示できる変数を生成します。名前空間を使用してアクションを設定し、これらの変数をダウンスト
リームアクションの設定で使用できるようにします。

詳細については、「可変 (p. 573)」を参照してください。

CommitId

パイプライン実行のトリガーとなった CodeCommit Commit のコミット ID。コミット ID は、コミッ
トの完全な SHA です。

CommitMessage

パイプライン実行をトリガーしたコミットに関連付けられた説明メッセージ (存在する場合)。
RepositoryName

CodeCommit パイプラインのトリガーとなるコミットが行われたリポジトリの名前。
BranchName

CodeCommit ソース変更が行われたリポジトリのブランチ名。
AuthorDate

コミットが認証された日付 (タイムスタンプ形式)。

Git での著者とコミッターの違いに関する詳細については、Scott Chacon と Ben Straub による Pro 
Git の「コミット履歴の表示」を参照してください。

CommitterDate

コミットがコミットされた日付 (タイムスタンプ形式)。

Git での著者とコミッターの違いに関する詳細については、Scott Chacon と Ben Straub による Pro 
Git の「コミット履歴の表示」を参照してください。

アクション設定の例
デフォルトの出力アーティファクト フォーマットの例
YAML

Actions: 
  - OutputArtifacts: 
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アクション設定の例 

      - Name: Artifact_MyWebsiteStack 
    InputArtifacts: [] 
    Name: source 
    Configuration: 
      RepositoryName: MyWebsite 
      BranchName: main 
      PollForSourceChanges: 'false' 
    RunOrder: 1 
    ActionTypeId: 
      Version: '1' 
      Provider: CodeCommit 
      Category: Source 
      Owner: AWS 
  Name: Source

JSON

{ 
    "Actions": [ 
        { 
            "OutputArtifacts": [ 
                { 
                    "Name": "Artifact_MyWebsiteStack" 
                } 
            ], 
            "InputArtifacts": [], 
            "Name": "source", 
            "Configuration": { 
                "RepositoryName": "MyWebsite", 
                "BranchName": "main", 
                "PollForSourceChanges": "false" 
            }, 
            "RunOrder": 1, 
            "ActionTypeId": { 
                "Version": "1", 
                "Provider": "CodeCommit", 
                "Category": "Source", 
                "Owner": "AWS" 
            } 
        } 
    ], 
    "Name": "Source"
},

フル クローン出力アーティファクト フォーマットの例
YAML

name: Source
actionTypeId: 
  category: Source 
  owner: AWS 
  provider: CodeCommit 
  version: '1'
runOrder: 1
configuration: 
  BranchName: main 
  OutputArtifactFormat: CODEBUILD_CLONE_REF 
  PollForSourceChanges: 'false' 
  RepositoryName: MyWebsite
outputArtifacts: 
  - name: SourceArtifact
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以下も参照してください。

inputArtifacts: []
region: us-west-2
namespace: SourceVariables

JSON

{ 
    "name": "Source", 
    "actionTypeId": { 
        "category": "Source", 
        "owner": "AWS", 
        "provider": "CodeCommit", 
        "version": "1" 
    }, 
    "runOrder": 1, 
    "configuration": { 
        "BranchName": "main", 
        "OutputArtifactFormat": "CODEBUILD_CLONE_REF", 
        "PollForSourceChanges": "false", 
        "RepositoryName": "MyWebsite" 
    }, 
    "outputArtifacts": [ 
        { 
            "name": "SourceArtifact" 
        } 
    ], 
    "inputArtifacts": [], 
    "region": "us-west-2", 
    "namespace": "SourceVariables"
}

以下も参照してください。
このアクションを利用する際に役立つ関連リソースは以下の通りです。

• チュートリアル: シンプルなパイプラインを作成する (CodeCommit リポジトリ) (p. 52)— このチュート
リアルでは、サンプルアプリケーション仕様ファイル、サンプル CodeDeploy アプリケーションおよび
デプロイグループを提供します。このチュートリアルを参照して、Amazon EC2 CodeCommit インスタ
ンスにデプロイするソースを持つパイプラインを作成します。

AWS CodeDeploy
AWS CodeDeploy アクションを使用して、デプロイフリートにアプリケーションコードをデプロイしま
す。デプロイフリートは、Amazon EC2 インスタンス、オンプレミスインスタンス、またはその両方で構
成することができます。

Note

このリファレンストピックでは、 CodeDeploy のデプロイアクション CodePipeline Amazon EC2 
をデプロイプラットフォームとします。CodePipeline における Amazon Elastic Container Service 
から CodeDeploy の blue/green デプロイアクションのリファレンス情報については、Amazon 
Elastic Container ServiceCodeDeploy とBlue-Green (p. 485) を参照してください。

トピック
• アクションタイプ (p. 534)
• 設定パラメータ  (p. 534)
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アクションタイプ

• 入力アーティファクト (p. 534)
• 出力アーティファクト (p. 534)
• アクションの宣言 (p. 534)
• 以下の資料も参照してください。 (p. 535)

アクションタイプ
• カテゴリ:Deploy
• 所有者: AWS
• プロバイダー: CodeDeploy
• バージョン: 1

設定パラメータ
ApplicationName

必須 はい

CodeDeploy で作成したアプリケーションの名前。
DeploymentGroupName

必須 はい

CodeDeploy で作成したデプロイメントグループ。

入力アーティファクト
• アーティファクトの数: 1
• 説明: - AppSpec ファイルそれ CodeDeploy は次のことを判断するために使用します。

• Amazon S3 や GitHub にある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も
の。

• 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。

の詳細については、「」を参照してください。 AppSpec ファイルについては、CodeDeploy AppSpec 
ファイルリファレンス。

出力アーティファクト
• アーティファクトの数: 0
• 説明: 出力アーティファクトは、このアクションタイプには適用されません。

アクションの宣言
YAML

Name: Deploy
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以下の資料も参照してください。

Actions: 
  - Name: Deploy 
    ActionTypeId: 
      Category: Deploy 
      Owner: AWS 
      Provider: CodeDeploy 
      Version: '1' 
    RunOrder: 1 
    Configuration: 
      ApplicationName: my-application 
      DeploymentGroupName: my-deployment-group 
    OutputArtifacts: [] 
    InputArtifacts: 
      - Name: SourceArtifact 
    Region: us-west-2 
    Namespace: DeployVariables

JSON

{ 
    "Name": "Deploy", 
    "Actions": [ 
        { 
            "Name": "Deploy", 
            "ActionTypeId": { 
                "Category": "Deploy", 
                "Owner": "AWS", 
                "Provider": "CodeDeploy", 
                "Version": "1" 
            }, 
            "RunOrder": 1, 
            "Configuration": { 
                "ApplicationName": "my-application", 
                "DeploymentGroupName": "my-deployment-group" 
            }, 
            "OutputArtifacts": [], 
            "InputArtifacts": [ 
                { 
                    "Name": "SourceArtifact" 
                } 
            ], 
            "Region": "us-west-2", 
            "Namespace": "DeployVariables" 
        } 
    ]
},

以下の資料も参照してください。
このアクションを利用する際に役立つ関連リソースは以下の通りです。

• チュートリアル: シンプルなパイプラインを作成する (S3 バケット) (p. 39)— このチュートリアルでは、
ソースバケット、EC2 インスタンス、および CodeDeploy サンプルアプリケーションをデプロイする
リソース。次に、パイプラインをビルドします。 CodeDeploy S3 バケットに保持されているコードを 
Amazon EC2 インスタンスにデプロイするデプロイアクションです。

• チュートリアル: シンプルなパイプラインを作成する (CodeCommit リポジトリ) (p. 52)— このチュー
トリアルでは、「」を参照してください。 CodeCommit ソースリポジトリ、EC2 インスタンス、 
CodeDeploy サンプルアプリケーションをデプロイするリソース。次に、パイプラインをビルドしま
す。 CodeDeploy からコードをデプロイするデプロイアクション CodeCommit Amazon EC2 インスタン
スにリポジトリします。
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CodeStarSourceConnection Bitbucket、 GitHub、 

GitHub およびエンタープライズサーバーアクション用

• CodeDeploy AppSpec ファイルリファレンス— このリファレンス・チャプタはAWS CodeDeployユー
ザーガイドの参照情報と例については、を参照してください。 CodeDeploy AppSpec ファイル。

CodeStarSourceConnection Bitbucket、 GitHub、 
GitHub およびエンタープライズサーバーアクショ
ン用

サードパーティーのソースコードリポジトリで新しいコミットが行われたときに、パイプラインをトリ
ガーします。ソースアクションは、パイプラインが手動で実行されたとき、またはソースプロバイダから 
webhook イベントが送信されたときに、コードの変更を取得します。

Note

この機能は、アジアパシフィック (香港) および欧州 (ミラノ) リージョンでは利用できません。利
用可能なその他のアクションについては、「 を製品やサービスと統合するCodePipeline (p. 20)」
を参照してください。

Connections は、以下のサードパーティリポジトリと AWS リソースを関連付けることができます。

• Bitbucket Cloud ( CodePipeline コンソールの [Bitbucket] プロバイダーオプション)
Note

Bitbucket Cloudリポジトリへの接続を作成できます。Bitbucket サーバーなど、インストールさ
れている Bitbucket プロバイダーのタイプはサポートされていません。

• Note

Bitbucket ワークスペースを使用している場合、接続を作成するには管理者アクセス権が必要で
す。

• GitHub および GitHub Enterprise Cloud GitHub ( CodePipelineコンソールの (バージョン 2) プロバイ
ダーオプションを使用)

Note

GitHub リポジトリが組織内にある場合、接続を作成するには組織の所有者である必要がありま
す。組織のリポジトリではない場合、ユーザーがリポジトリの所有者である必要があります。

• GitHub Enterprise Server ( CodePipelineコンソールの [GitHub EnterServer] プロバイダオプション)

Note

各接続は、そのプロバイダーのすべてのリポジトリをサポートします。プロバイダーの種類ごと
に新しい接続を作成する必要があります。

接続により、パイプラインはサードパーティプロバイダーのインストールアプリを通じてソースの変更を
検出することができます。例えば、webhooks GitHub はイベントタイプのサブスクライブに使用され、組
織、リポジトリ、または GitHub アプリにインストールできます。接続によって、 GitHub プッシュタイプ
のイベントをサブスクライブするリポジトリ webhooks GitHub がアプリにインストールされます。

コードの変更が検出された後は、後続のアクションにコードを渡すための次のオプションがあります。

• デフォルト: CodePipeline 他の既存のソースアクションと同様に、コミットの浅いコピーを含む 
ZIPCodeStarSourceConnection ファイルを出力できます。

• フルクローン: CodeStarSourceConnection は、後続のアクションのためにリポジトリへの URL リ
ファレンスを出力するように設定することも可能です。
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アクションタイプ

現在、Git URL リファレンスは、リポジトリと関連する Git CodeBuild メタデータをクローンするために
ダウンストリームアクションでのみ使用できます。Git URLCodeBuild リファレンスを非アクションに渡
そうとすると、エラーが発生します。

CodePipeline 接続の作成時に、サードパーティーアカウントにAWSコネクタのインストールアプリを追
加するよう要求します。CodeStarSourceConnection アクションを介して接続する前に、サードパー
ティプロバイダのアカウントとリポジトリを作成しておく必要があります。

Note

AWS CodeStar 接続を使用するために必要なアクセス許可を含むポリシーを作成またはロールに
添付するには、[接続許可リファレンス] を参照してください。 CodePipeline サービスロールを作
成したタイミングによっては、AWS CodeStar 接続をサポートするためにそのアクセス許可の更
新が必要になる場合があります。手順については、「CodePipeline サービスロールにアクセス許
可を追加する (p. 459)」を参照してください。

トピック
• アクションタイプ (p. 537)
• 設定パラメータ  (p. 537)
• 入力アーティファクト (p. 538)
• 出力アーティファクト (p. 538)
• 出力変数 (p. 539)
• アクションの宣言 (p. 539)
• インストールアプリケーションのインストールと接続の作成 (p. 540)
• 以下も参照してください。 (p. 540)

アクションタイプ
• カテゴリ:Source
• 所有者: AWS
• プロバイダー: CodeStarSourceConnection
• バージョン: 1

設定パラメータ
ConnectionArn

必須: はい

ソースプロバイダに対して設定および認証された接続 ARN。
FullRepositoryId

必須: はい

ソースの変更が検出される所有者とリポジトリの名前。

例: some-user/my-repo
Important

FullRepositoryId値の大文字と小文字を正しく区別する必要があります。たとえば、some-
userユーザー名がで、リポジトリ名がの場合My-Repo、FullRepositoryIdの推奨値はで
すsome-user/My-Repo。
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入力アーティファクト

BranchName

必須: はい

ソースの変更が検出されるブランチの名前。
OutputArtifactFormat

必須: いいえ

出力アーティファクト形式を指定します。CODEBUILD_CLONE_REF または CODE_ZIP のいずれかに
なります。指定しない場合、デフォルトの CODE_ZIP が使用されます。

Important

CODEBUILD_CLONE_REF オプションは、下流の CodeBuild アクションのみで使用できま
す。
このオプションを選択する場合は、で示されるように CodeBuild プロジェクトサービスロー
ルの権限を更新する必要がありますBitbucket GitHub、 CodeBuild GitClone GitHub またはエ
ンタープライズサーバーへの接続権限の追加 (p. 410)。[完全クローン] オプションを使用する
方法を示すチュートリアルについては、チュートリアル: GitHub パイプラインソースでフル
クローンを使用する (p. 140) を参照してください。

DetectChanges

必須: いいえ

設定したリポジトリとブランチで新しいコミットが行われたときに、パイプラインを自動的にスター
トするように制御します。未指定の場合、デフォルト値は true となり、フィールドはデフォルトで
表示されません。このパラメータの有効な値:
• true: CodePipeline 新しいコミットでパイプラインを自動的に開始します。
• false: CodePipeline 新しいコミットでパイプラインを開始しません。

入力アーティファクト
• アーティファクトの数:0
• 説明: 入力アーティファクトは、このアクションタイプには適用されません。

出力アーティファクト
• アーティファクトの数:1
• 説明: レポジトリから生成されたアーティファクトは、CodeStarSourceConnection アクションに対

する出力アーティファクトです。ソースコードのコミット ID は、 CodePipeline パイプライン実行のト
リガーとなるソースリビジョンとして表示されます。このアクションの出力アーティファクトは、次で
構成できます。
• パイプライン実行のソースレビジョンとして指定されたコミットで設定されたレポジトリおよびブラ

ンチのコンテンツを含む ZIP ファイル。
• リポジトリへの URL リファレンスを含む JSON ファイル。これで下流のアクションが Git コマンドを

直接実行できるようになります。

Important

このオプションは、 CodeBuild ダウンストリームアクションでのみ使用できます。
このオプションを選択する場合は、で示されるように CodeBuild プロジェクトサービスロー
ルの権限を更新する必要がありますトラブルシューティング CodePipeline (p. 406)。[フル
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出力変数

クローン] オプションを使用する方法を示すチュートリアルについては、チュートリアル: 
GitHub パイプラインソースでフルクローンを使用する (p. 140) を参照してください。

出力変数
このアクションを設定すると、パイプライン内のダウンストリームアクションのアクション設定によって
参照できる変数が生成されます。このアクションは、アクションに名前空間がない場合でも、出力変数と
して表示できる変数を生成します。名前空間を使用してアクションを設定し、これらの変数をダウンスト
リームアクションの設定で使用できるようにします。

詳細については、「可変 (p. 573)」を参照してください。

AuthorDate

コミットが認証された日付 (タイムスタンプ形式)。
BranchName

ソースが変更された リポジトリのブランチの名前。
CommitId

パイプライン実行をトリガーした コミット ID。
CommitMessage

パイプライン実行をトリガーしたコミットに関連付けられた説明メッセージ (存在する場合)。
ConnectionArn

ソースプロバイダに対して設定および認証された接続 ARN。
FullRepositoryName

パイプラインをトリガーしたコミットが行われた リポジトリの名前。

アクションの宣言
次の例では、CODE_ZIP ARN との接続で出力アーティファクトが arn:aws:codestar-
connections:region:account-id:connection/connection-id のデフォルト ZIP 形式に設定さ
れています。

YAML

Name: Source
Actions: 
  - InputArtifacts: [] 
    ActionTypeId: 
      Version: '1' 
      Owner: AWS 
      Category: Source 
      Provider: CodeStarSourceConnection 
    OutputArtifacts: 
      - Name: SourceArtifact 
    RunOrder: 1 
    Configuration: 
      ConnectionArn: "arn:aws:codestar-connections:region:account-
id:connection/connection-id" 
      FullRepositoryId: "some-user/my-repo" 
      BranchName: "main" 
      OutputArtifactFormat: "CODE_ZIP" 
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インストールアプリケーションのインストールと接続の作成

    Name: ApplicationSource

JSON

{ 
    "Name": "Source", 
    "Actions": [ 
        { 
            "InputArtifacts": [], 
            "ActionTypeId": { 
                "Version": "1", 
                "Owner": "AWS", 
                "Category": "Source", 
                "Provider": "CodeStarSourceConnection" 
            }, 
            "OutputArtifacts": [ 
                { 
                    "Name": "SourceArtifact" 
                } 
            ], 
            "RunOrder": 1, 
            "Configuration": { 
                "ConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:region:account-
id:connection/connection-id", 
                "FullRepositoryId": "some-user/my-repo", 
                "BranchName": "main", 
                "OutputArtifactFormat": "CODE_ZIP" 
            }, 
            "Name": "ApplicationSource" 
        } 
    ]
},

インストールアプリケーションのインストールと接続
の作成
コンソールを使用してサードパーティーリポジトリに新しい接続を初めて追加するときは、 CodePipeline 
リポジトリへのアクセスを認可する必要があります。サードパーティーコードリポジトリを作成したアカ
ウントに接続するためのインストールアプリを選択または作成します。

AWS CLI または AWS CloudFormation のテンプレートを使用する場合、すでにインストールハンドシェイ
クを通過した接続の接続 ARN を提供する必要があります 提供しないと、パイプラインはトリガーされま
せん。

Note

CodeStarSourceConnection ソースアクションの場合、webhook を設定したり、ポーリング
をデフォルトにする必要はありません。接続アクションは、ソースの変更検出を管理します。

以下も参照してください。
このアクションを利用する際に役立つ関連リソースは以下の通りです。

• AWS::CodeStarConnections::Connection—AWS CodeStar ConnectionsAWS CloudFormation リソース
のテンプレートリファレンスには、AWS CloudFormationテンプレート内の接続のパラメータと例が記
載されています。

• AWS CodeStar[接続 API Reference] — AWS CodeStar [接続 API Reference] では、利用可能な接続アク
ションのリファレンス情報を提供しています。
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AWS Device Farm

• 接続でサポートされているソースアクションでパイプラインを作成するステップについては、以下を参
照してください。
• Bitbucket の場合は、コンソールまたは CLI での CodestarSourceConnection アクションで

Bitbucket オプションを使用します。Bitbucket 接続 (p. 182) を参照してください。
• GitHub GitHub Enterprise Cloud の場合は、GitHubコンソールのプロバイダーオプションまたは 

CLICodestarSourceConnection のアクションを使用してください。GitHub 接続 (p. 196) を参照
してください。

• GitHub Enterprise Server の場合は、コンソールの [GitHub EnterServer] プロバイダオプション、ま
たは CLICodestarSourceConnection のアクションを使用します。GitHub Enterprise Server 接
続 (p. 200) を参照してください。

• Bitbucket CodeBuild ソースとアクションを使用してパイプラインを作成するスタートアップチュートリ
アルを表示するには、[接続をはじめよう] を参照してください。

• GitHub リポジトリに接続し、 CodeBuild ダウンストリームアクションで [フルクローン] オプションを
使用する方法を紹介したチュートリアルは、を参照してくださいチュートリアル: GitHub パイプライン
ソースでフルクローンを使用する (p. 140)。

AWS Device Farm
パイプラインでは、AWS Device Farm を使用してデバイス上でアプリケーションを実行およびテストする
テストアクションを設定できます。Device Farm は、デバイスのテストプールとテストフレームワークを
使用して、特定のデバイス上でアプリケーションをテストします。Device Farm のアクションでサポート
されているテストフレームワークのタイプついては、[AWS Device Farm でのテストタイプの操作] を参照
してください。

Note

トピック
• アクションタイプ (p. 541)
• 設定パラメータ  (p. 541)
• 入力アーティファクト (p. 544)
• 出力アーティファクト (p. 545)
• アクションの宣言 (p. 545)
• 以下の資料も参照してください。 (p. 546)

アクションタイプ
• カテゴリ:Test
• 所有者: AWS
• プロバイダー: DeviceFarm
• バージョン: 1

設定パラメータ
AppType

: 必須 はい

テストする OS とアプリケーションのタイプ。有効な値のリストを次に示します。
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• iOS

• Android

• Web

ProjectId

: 必須 はい

Device Farm プロジェクト ID。

プロジェクト ID を見つけるには、Device Farm コンソールでプロジェクトを選択します。ブ
ラウザで、新しいプロジェクトの URL をコピーします。URL には、プロジェクト ID が含まれ
ます。プロジェクト ID は、projects/ 以降の URL の値です。次の例で、プロジェクト ID は
eec4905f-98f8-40aa-9afc-4c1cfexample です。

https://<region-URL>/devicefarm/home?region=us-west-2#/projects/
eec4905f-98f8-40aa-9afc-4c1cfexample/runs

アプリケーション

: 必須 はい

入力アーティファクト内のアプリケーションファイルの名前と場所。例: s3-ios-test-1.ipa
AppiumVersion

: 必須 はい

このテストに使用する Appium テストフレームワークのバージョン。

Note

- AppiumVersion フィールドの値は処理されません。代わりにデフォルト値が処理されます。
DevicePoolArn

: 必須 はい

Device Farm デバイスプールの ARN。

プロジェクトで使用可能なデバイスプール ARN (上位デバイスの ARN を含む) を取得するには、AWS 
CLI を使用して次のコマンドを入力します。

aws devicefarm list-device-pools --arn arn:aws:devicefarm:us-
west-2:account_ID:project:project_ID

TestType

: 必須 はい

テストでサポートされるテストフレームワークを指定します。TestType の有効な値のリストを次に
示します。
• [APPIUM_JAVA_JUNIT]
• APPIUM_JAVA_TESTNG
• APPIUM_PYTHON
• APPIUM_WEB_JAVA_JUNIT
• APPIUM_WEB_JAVA_TESTNG
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• APPIUM_WEB_PYTHON
• BUILTIN_EXPLORER
• BUILTIN_FUZZZ
• CALABASH
• INSTRUMENTATION
• UIAUTOMATION
• UIAUTOMATOR
• PERFORMANCE_PROFILE
• XCTEST
• XCTEST_UI

Note

以下のテストタイプは、CodePipeline のアクション ではサポートされていません:
WEB_PERFORMANCE_PROFILE、APPIUM_NODE、APPIUM_RUBY、APPIUM_WEB_NODE、APPIUM_WEB_RUBY、REMOTE_ACCESS_RECORD
および REMOTE_ACCESS_REPLAY。

Device Farm のテストタイプついては、[AWS Device Farm でのテストタイプの操作] を参照してくだ
さい。

RadioBluetoothEnabled

: 必須 いいえ

テストの開始時に Bluetooth を有効にするかどうかを示すブール値。
RecordAppPerformanceData

: 必須 いいえ

テスト中に CPU、FPS、メモリパフォーマンスなどのデバイスパフォーマンスデータを記録するかど
うかを示すブール値。

RecordVideo

: 必須 いいえ

テスト中にビデオを記録するかどうかを示すブール値。
RadioWifiEnabled

: 必須 いいえ

テストの開始時に Wi-Fi を有効にするかどうかを示すブール値。
RadionFCenabled

: 必須 いいえ

テストの開始時に NFC を有効にするかどうかを示すブール値。
RadioGpsEnabled

: 必須 いいえ

テストの開始時に GPS を有効にするかどうかを示すブール値。
Test

: 必須 いいえ
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ソースの場所にあるテスト定義ファイルの名前とパス。パスは、テストの入力アーティファクトの
ルートを基準とする相対パスです。

FuzzEventCount

: 必須 いいえ

ファズテストが実行するユーザーインターフェイスイベントの数で、1 から 10000 の間で指定しま
す。

FuzzEventThrottle

: 必須 いいえ

ファズテストが次のユーザーインターフェースイベントを実行する前に待機するミリ秒数で、1 から 
1000 の間で指定します。

FuzzRandomizerSeed

: 必須 いいえ

ユーザインタフェースイベントをランダム化するために使用するファズテストのシード。後続のファ
ズテストに同じ番号を使用すると、同じイベントシーケンスになります。

CustomHostMachineArtifacts

: 必須 いいえ

ホストマシン上でカスタムアーティファクトが格納される場所。
CustomDeviceArtifacts

: 必須 いいえ

カスタムアーティファクトが保存されるデバイス上の場所。

UnmeteredDevicesOnly

: 必須 いいえ

この手順でテストを実行するときに、測定されていないデバイスのみを使用するかどうかを示すブー
ル値。

JobTimeoutMinutes

: 必須 いいえ

テスト実行がタイムアウトになるまでにデバイスごとに実行される分数。
緯度

: 必須 いいえ

デバイスの緯度は、地理座標系の度数で表されます。
経度

: 必須 いいえ

地理座標系の度数で表されたデバイスの経度。

入力アーティファクト
• アーティファクトの数: 1
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• 説明: テストアクションで使用可能にするアーティファクトのセット。Device Farm は、ビルドされたア
プリケーションとテスト定義を使用するために検索します。

出力アーティファクト
• アーティファクトの数: 0
• 説明: 出力アーティファクトは、このアクションタイプには適用されません。

アクションの宣言
YAML

Name: Test
Actions: 
  - Name: TestDeviceFarm 
    ActionTypeId: 
      category: Test 
      owner: AWS 
      provider: DeviceFarm 
      version: '1' 
    RunOrder: 1 
    Configuration: 
      App: s3-ios-test-1.ipa 
      AppType: iOS 
      DevicePoolArn: >- 
        arn:aws:devicefarm:us-west-2::devicepool:0EXAMPLE-d7d7-48a5-ba5c-b33d66efa1f5 
      FuzzEventCount: '6000' 
      FuzzEventThrottle: '50' 
      ProjectId: eec4905f-98f8-40aa-9afc-4c1cfEXAMPLE 
      TestType: BUILTIN_FUZZ 
    OutputArtifacts: [] 
    InputArtifacts: 
      - Name: SourceArtifact 
    Region: us-west-2

JSON

{ 
    "Name": "Test", 
    "Actions": [ 
        { 
            "Name": "TestDeviceFarm", 
            "ActionTypeId": { 
                "category": "Test", 
                "owner": "AWS", 
                "provider": "DeviceFarm", 
                "version": "1" 
            }, 
            "RunOrder": 1, 
            "Configuration": { 
                "App": "s3-ios-test-1.ipa", 
                "AppType": "iOS", 
                "DevicePoolArn": "arn:aws:devicefarm:us-west-2::devicepool:0EXAMPLE-
d7d7-48a5-ba5c-b33d66efa1f5", 
                "FuzzEventCount": "6000", 
                "FuzzEventThrottle": "50", 
                "ProjectId": "eec4905f-98f8-40aa-9afc-4c1cfEXAMPLE", 
                "TestType": "BUILTIN_FUZZ" 
            }, 
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以下の資料も参照してください。

            "OutputArtifacts": [], 
            "InputArtifacts": [ 
                { 
                    "Name": "SourceArtifact" 
                } 
            ], 
            "Region": "us-west-2" 
        } 
    ]
},

以下の資料も参照してください。
このアクションを利用する際に役立つ関連リソースは以下の通りです。

• [Device Farm でのテストタイプの実行] - [Device Farm 開発者ガイド] のこのリファレンス章で
は、Device Farm でサポートされる Android、iOS、および Web アプリケーションのテストフレーム
ワークについて詳しく説明します。

• [Device Farm のアクション] - [Device Farm API リファレンス] の API 呼び出しとパラメータは、Device 
Farm プロジェクトの操作に役立ちます。

• チュートリアル:を使用して Android アプリケーションを構築およびテストするパイプラインを作成しま
す。AWS Device Farm (p. 72)このチュートリアルでは、 GitHub を使用して Android アプリを構築し、
テストするソース CodeBuild およびDevice Farm。

• チュートリアル: iOS アプリをテストするパイプラインを作成するAWS Device Farm (p. 75) — この
チュートリアルでは、Device Farm でビルドされた iOS アプリケーションをテストする Amazon S3 
ソースでパイプラインを作成するためのサンプルアプリケーションを提供します。

AWS Lambda
パイプラインのアクションとして Lambda 関数を実行できます。この関数への入力であるイベントオブ
ジェクトを使用して、関数はアクション設定、入力アーティファクトの場所、出力アーティファクトの場
所、およびアーティファクトへのアクセスに必要なその他の情報にアクセスできます。Lambda 呼び出し
関数に渡されるイベントの例については、JSON イベントの例 (p. 548) を参照してください。Lambda 
関数の実装の一部として、PutJobSuccessResult API または PutJobFailureResult API への呼
び出しが必要です。それ以外の場合、このアクションの実行は、アクションがタイムアウトするまでハン
グします。アクションの出力アーティファクトを指定する場合、関数の実装の一部として S3 バケットに
アップロードする必要があります。

Important

Lambda CodePipeline に送信する JSON イベントをログに記録しないでください。これにより、 
CloudWatch Logs にユーザー認証情報が記録される可能性があるためです。 CodePipeline ロー
ルは JSON イベントを使用して、artifactCredentials一時的な認証情報をフィールドの 
Lambda に渡します。イベント例については、「JSON イベントの例 (p. 343)」を参照してくださ
い。

アクションタイプ
• カテゴリ:Invoke
• 所有者: AWS
• プロバイダー: Lambda
• バージョン: 1
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設定パラメータ
FunctionName

必須: はい

FunctionName は、Lambda で作成された関数の名前です。
UserParameters

必須: いいえ

Lambda 関数による入力として処理できる文字列。

入力アーティファクト
• アーティファクトの数: 0 to 5
• 説明: Lambda 関数で使用できるようにするアーティファクトのセット。

出力アーティファクト
• アーティファクトの数: 0 to 5
• 説明: Lambda 関数によって出力として生成されるアーティファクトのセット。

出力変数
このアクションは、PutJobSuccessResult APIoutputVariables リクエストのセクションに含まれるす
べてのキーバリューのペアを生成します。

の変数の詳細については CodePipeline、を参照してください可変 (p. 573)。

アクション設定の例
YAML

Name: Lambda
Actions: 
  - Name: Lambda 
    ActionTypeId: 
      Category: Invoke 
      Owner: AWS 
      Provider: Lambda 
      Version: '1' 
    RunOrder: 1 
    Configuration: 
      FunctionName: myLambdaFunction 
      UserParameters: 'http://192.0.2.4' 
    OutputArtifacts: [] 
    InputArtifacts: [] 
    Region: us-west-2

JSON

{ 
    "Name": "Lambda", 
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    "Actions": [ 
        { 
            "Name": "Lambda", 
            "ActionTypeId": { 
                "Category": "Invoke", 
                "Owner": "AWS", 
                "Provider": "Lambda", 
                "Version": "1" 
            }, 
            "RunOrder": 1, 
            "Configuration": { 
                "FunctionName": "myLambdaFunction", 
                "UserParameters": "http://192.0.2.4" 
            }, 
            "OutputArtifacts": [], 
            "InputArtifacts": [], 
            "Region": "us-west-2" 
        } 
    ]
},

JSON イベントの例
Lambda アクションは、ジョブ ID、パイプラインアクション設定、入力および出力アーティファクトの場
所、およびアーティファクトの暗号化情報を含む JSON イベントを送信します。ジョブワーカーは、これ
らの詳細にアクセスして Lambda アクションを完了します。詳細については、ジョブの詳細を参照してく
ださい。以下に示しているのは、イベントの例です。

{ 
    "CodePipeline.job": { 
        "id": "11111111-abcd-1111-abcd-111111abcdef", 
        "accountId": "111111111111", 
        "data": { 
            "actionConfiguration": { 
                "configuration": { 
                    "FunctionName": "MyLambdaFunction", 
                    "UserParameters": "input_parameter" 
                } 
            }, 
            "inputArtifacts": [ 
                { 
                    "location": { 
                        "s3Location": { 
                            "bucketName": "bucket_name", 
                            "objectKey": "filename" 
                        }, 
                        "type": "S3" 
                    }, 
                    "revision": null, 
                    "name": "ArtifactName" 
                } 
            ], 
            "outputArtifacts": [], 
            "artifactCredentials": { 
                "secretAccessKey": "secret_key", 
                "sessionToken": "session_token", 
                "accessKeyId": "access_key_ID" 
            }, 
            "continuationToken": "token_ID", 
            "encryptionKey": {  
              "id": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab", 
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              "type": "KMS" 
            } 
        } 
    }
}

JSON イベントは、の Lambda CodePipeline アクションの次のジョブ詳細を提供します。

• id: システムによって生成されたジョブの固有の ID。
• accountId: ジョブに関連付けられた AWS アカウント ID です。
• data: ジョブワーカーがジョブを完了するために必要なその他の情報。

• actionConfiguration: Lambda アクションのアクションパラメータ。定義については、設定パラ
メータ  (p. 547) を参照してください。

• inputArtifacts: アクションに指定されたアーティファクト。
• location: アーティファクトストアの場所。

• s3Location: アクションの入力アーティファクトの場所情報。
• bucketName: アクションのパイプラインアーティファクトストアの名前（例: codepipeline-us-

east-1234567890という名前の Amazon S3 バケット）。
• objectKey: アプリケーションの名前（例: CodePipelineDemoApplication.zip）。

• type: ロケーション内のアーティファクトのタイプ。現在、S3 は唯一の有効なアーティファクト
タイプです。

• revision: アーティファクトのリビジョン ID。オブジェクトのタイプに応じて、コミット ID 
(GitHub) またはリビジョン ID（Amazon Simple Storage Service）になります。詳細については、
を参照してくださいArtifactRevision。

• name: MyApp などの作業するアーティファクトの名前。
• outputArtifacts: アクションの出力。

• location: アーティファクトストアの場所。
• s3Location: アクションの出力アーティファクトの場所情報。

• bucketName: アクションのパイプラインアーティファクトストアの名前（例: codepipeline-us-
east-1234567890という名前の Amazon S3 バケット）。

• objectKey: アプリケーションの名前（例: CodePipelineDemoApplication.zip）。
• type: ロケーション内のアーティファクトのタイプ。現在、S3 は唯一の有効なアーティファクト

タイプです。
• revision: アーティファクトのリビジョン ID。オブジェクトのタイプに応じて、コミット ID 

(GitHub) またはリビジョン ID（Amazon Simple Storage Service）になります。詳細については、
を参照してくださいArtifactRevision。

• name: MyApp などのアーティファクトの出力の名前。
• artifactCredentials: Amazon S3 バケットの入出力アーティファクトにアクセスするために使用

される AWS セッション認証情報。これらの認証情報は、AWS Security Token Service（AWS STS）
によって発行される一時的な認証情報です。
• secretAccessKey: セッションのシークレットアクセスキー。
• sessionToken: セッションのトークン。
• accessKeyId: セッションのシークレットアクセスキー。

• continuationToken: アクションによって生成されたトークン。今後のアクションでは、このトー
クンを使用して、アクションの実行中のインスタンスを識別します。アクションが完了すると、継続
トークンは指定されません。

• encryptionKey: AWS KMS キーなどのアーティファクトストア内のデータを暗号化するために使用
する暗号化キー。これが未定義の場合は、Amazon Simple Storage Service のデフォルトキーが使用
されます。
• id: キーを識別するために使用された ID。AWS KMS キーの場合、キー ID、キー ARN、またはエ

イリアス ARN を使用できます。
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以下も参照してください。

• type: AWS KMS などの暗号化キーのタイプ。

以下も参照してください。
このアクションを利用する際に役立つ関連リソースは以下の通りです。

• AWS CloudFormationユーザーガイド — パイプラインの LambdaAWS CloudFormation アクションと
アーティファクトの詳細については、「パイプラインでのパラメーターオーバーライド関数の使用」、
「Lambda ベースのアプリケーションのデプロイの自動化」、および「AWS CloudFormationアーティ
ファクト」を参照してください。 CodePipeline

• AWS Lambda でパイプラインに CodePipeline 関数を呼び出す (p. 337) - この手順では、サンプルの 
Lambda 関数を示し、コンソールを使用して Lambda 呼び出しアクションでパイプラインを作成する方
法を示します。

Snyk アクション構造リファレンス
-Snykでのアクション CodePipeline オープンソースコードのセキュリティ脆弱性の検出と修正を自動化
します。Snyk は、サードパーティーのリポジトリ内のアプリケーションソースコードで使用できます。 
GitHub または Bitbucket、またはコンテナアプリケーションのイメージを使用します。アクションは、設
定した脆弱性レベルとアラートをスキャンしてレポートします。

Note

トピック
• アクションタイプ ID (p. 550)
• 入力アーティファクト (p. 550)
• 出力アーティファクト (p. 551)
• 以下の資料も参照してください。 (p. 551)

アクションタイプ ID
• カテゴリ:Invoke
• 所有者: ThirdParty
• プロバイダー: Snyk
• バージョン: 1

例:

            { 
                "Category": "Invoke", 
                "Owner": "ThirdParty", 
                "Provider": "Snyk", 
                "Version": "1" 
            },

入力アーティファクト
• アーティファクトの数: 1

API バージョン 2015-07-09
550

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/continuous-delivery-codepipeline-parameter-override-functions.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/automating-deployment.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/continuous-delivery-codepipeline-cfn-artifacts.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/continuous-delivery-codepipeline-cfn-artifacts.html


AWS CodePipeline ユーザーガイド
出力アーティファクト

• 説明: Invoke アクションの入力アーティファクトを構成するファイル。

出力アーティファクト
• アーティファクトの数: 1
• 説明: Invoke アクションの入力アーティファクトを構成するファイル。

以下の資料も参照してください。
このアクションを利用する際に役立つ関連リソースは以下の通りです。

• CodePipeline での Snyk アクションの使用方法の詳細については、「」を参照してください。での脆弱
性スキャンを自動化する CodePipeline Snyk。

AWS Step Functions
次の処理を実行する AWS CodePipeline アクション。

• パイプラインから AWS Step Functions ステートマシンの実行を開始します。
• アクション設定のプロパティ、または入力として渡されるパイプラインアーティファクトにあるファイ

ルのいずれかを使用して、ステートマシンに初期状態を提供します。
• オプションで、アクションから発生した実行を識別するための実行 ID プレフィックスを設定します。
• 標準および Express ステートマシンをサポートします。

Note

この機能は、アジアパシフィック (香港) およびヨーロッパ (ミラノ) リージョンでは使用できませ
ん。使用可能なその他のアクションを参照するには、「」を参照してください。 を製品やサービ
スと統合するCodePipeline (p. 20)。

アクションタイプ
• カテゴリ:Invoke
• 所有者: AWS
• プロバイダー: StepFunctions
• バージョン: 1

設定パラメータ
StateMachineArn

: 必須 はい

呼び出されるステートマシンの Amazon リソースネーム (ARN)。
ExecutionNamePrefix

: 必須 いいえ
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入力アーティファクト

デフォルトでは、アクション実行 ID がステートマシンの実行名として使用されます。プレフィックス
が指定されている場合は、アクション実行 ID の先頭にハイフンが付加され、ステートマシンの実行名
として使用されます。

myPrefix-1624a1d1-3699-43f0-8e1e-6bafd7fde791

Express ステートマシンの場合、名前には 0～9、A～Z、a～z、- および _ のみを含める必要がありま
す。

InputType

: 必須 いいえ
• リテラル(デフォルト): 指定すると、入力フィールドはステートマシンの入力に直接渡されます。

リテラルを選択した場合の、Input フィールドの入力例。

{"action": "test"}

• FilePath: で指定された入力アーティファクトのファイルの内容入力フィールドは、ステートマシン
の実行の入力として使用されます。[InputType] タイプが [FilePath] に設定されているときは、入力
アーティファクトが必要です。

リテラル を選択した場合の、Input フィールドの入力例。

assets/input.json

入力

: 必須 条件付き
• リテラル: メトリックInputTypeは、 に設定されます。リテラル(デフォルト)、このフィールドはオ

プションです。

指定されている場合、[入力] フィールドはステートマシン実行の入力として直接使用されます。そ
れ以外の場合は、空の JSON オブジェクト {} を使用してステートマシンが呼び出されます。

• FilePath: メトリックInputTypeは、 に設定されます。FilePathの場合、このフィールドは必須です。

[InputType] が [FilePath] に設定されている場合は、入力アーティファクトも必須です。

指定された入力アーティファクトのファイルの内容は、ステートマシン実行の入力として使用され
ます。

入力アーティファクト
• アーティファクトの数: 0 to 1
• 説明: もしInputTypeは、 に設定されます。FilePathの場合、このアーティファクトは必須であり、ス

テートマシンの実行のための入力のソースに使用されます。

出力アーティファクト
• アーティファクトの数: 0 to 1
• 説明:

• 標準ステートマシン: 指定されている場合、出力アーティファクトにはステートマシンの出力が入力さ
れます。これは、outputの財産ステップ関数 DescribeExecution APIステートマシンの実行が正常に
完了した後の応答。
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出力変数

• Express ステートマシン: サポート外。

出力変数
このアクションにより、パイプライン内のダウンストリームアクションのアクション設定によって参照で
きる出力変数が生成されます。

詳細については、「可変 (p. 573)」を参照してください。

StateMachineArn

ステートマシンの ARN。
ExecutionArn

ステートマシンの実行の ARN。標準ステートマシンのみ。

アクション設定の例
デフォルト入力の例
YAML

Name: ActionName
ActionTypeId: 
  Category: Invoke 
  Owner: AWS 
  Version: 1 
  Provider: StepFunctions
OutputArtifacts: 
  - Name: myOutputArtifact
Configuration: 
  StateMachineArn: arn:aws:states:us-east-1:111122223333:stateMachine:HelloWorld-
StateMachine 
  ExecutionNamePrefix: my-prefix

JSON

{ 
    "Name": "ActionName", 
    "ActionTypeId": { 
        "Category": "Invoke", 
        "Owner": "AWS", 
        "Version": 1, 
        "Provider": "StepFunctions" 
    }, 
    "OutputArtifacts": [ 
        { 
            "Name": "myOutputArtifact" 
        } 
    ], 
    "Configuration": { 
        "StateMachineArn": "arn:aws:states:us-
east-1:111122223333:stateMachine:HelloWorld-StateMachine", 
        "ExecutionNamePrefix": "my-prefix" 
    }
}
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アクション設定の例 

リテラル入力の例
YAML

Name: ActionName
ActionTypeId: 
  Category: Invoke 
  Owner: AWS 
  Version: 1 
  Provider: StepFunctions
OutputArtifacts: 
  - Name: myOutputArtifact
Configuration: 
  StateMachineArn: arn:aws:states:us-east-1:111122223333:stateMachine:HelloWorld-
StateMachine 
  ExecutionNamePrefix: my-prefix 
  Input: '{"action": "test"}'

JSON

{ 
    "Name": "ActionName", 
    "ActionTypeId": { 
        "Category": "Invoke", 
        "Owner": "AWS", 
        "Version": 1, 
        "Provider": "StepFunctions" 
    }, 
    "OutputArtifacts": [ 
        { 
            "Name": "myOutputArtifact" 
        } 
    ], 
    "Configuration": { 
        "StateMachineArn": "arn:aws:states:us-
east-1:111122223333:stateMachine:HelloWorld-StateMachine", 
        "ExecutionNamePrefix": "my-prefix", 
        "Input": "{\"action\": \"test\"}" 
    }
}

入力ファイルの例
YAML

Name: ActionName
InputArtifacts: 
  - Name: myInputArtifact
ActionTypeId: 
  Category: Invoke 
  Owner: AWS 
  Version: 1 
  Provider: StepFunctions
OutputArtifacts: 
  - Name: myOutputArtifact
Configuration: 
  StateMachineArn: 'arn:aws:states:us-east-1:111122223333:stateMachine:HelloWorld-
StateMachine' 
  ExecutionNamePrefix: my-prefix 
  InputType: FilePath 
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Behavior

  Input: assets/input.json

JSON

{ 
    "Name": "ActionName", 
    "InputArtifacts": [ 
        { 
            "Name": "myInputArtifact" 
        } 
    ], 
    "ActionTypeId": { 
        "Category": "Invoke", 
        "Owner": "AWS", 
        "Version": 1, 
        "Provider": "StepFunctions" 
    }, 
    "OutputArtifacts": [ 
        { 
            "Name": "myOutputArtifact" 
        } 
    ], 
    "Configuration": { 
        "StateMachineArn": "arn:aws:states:us-
east-1:111122223333:stateMachine:HelloWorld-StateMachine", 
        "ExecutionNamePrefix": "my-prefix", 
        "InputType": "FilePath", 
        "Input": "assets/input.json" 
    }
}

Behavior
リリース中、 CodePipeline は、アクション設定で指定された入力を使用して設定されたステートマシンを
実行します。

[InputType] が [Literal (リテラル)] に設定されている場合、[Input (入力)] アクション設定フィールドの内容
がステートマシンの入力として使用されます。リテラル入力が指定されていない場合、ステートマシンの
実行では空の JSON オブジェクト {} が使用されます。入力なしでステートマシンを実行する方法の詳細
については、「ステップ関数 StartExecution API」を参照してください。

[InputType] が [FilePath] に設定されている場合、アクションは入力アーティファクトを解凍し、[Input (入
力)] アクション設定フィールドで指定されたファイルの内容をステートマシンの入力として使用します。
[FilePath] が指定されている場合、[Input (入力)] フィールドは必須で、入力アーティファクトが存在する必
要があります。そうでない場合、アクションは失敗します。

起動が正常に実行されると、標準と Express の 2 つのステートマシンタイプに対して動作が分岐します。

標準ステートマシン
標準ステートマシンの実行が正常に開始された場合、 CodePipeline ポーリングDescribeExecution実
行がターミナルステータスに達するまで API。実行が正常に完了するとアクションは成功し、それ以外の
場合は失敗します。

出力アーティファクトが設定されている場合、アーティファクトにはステートマシンの戻り値が含まれま
す。これは、outputの財産ステップ関数 DescribeExecution APIステートマシンの実行が正常に完了した
後の応答。この API には出力長の制約が適用されることに注意してください。
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以下の資料も参照してください。

エラー処理

• アクションがステートマシンの実行を開始できない場合、アクションの実行は失敗します。
• ステートマシンの実行がターミナルステータスに到達しなかった場合、 CodePipeline [Step Functions] 

アクションがタイムアウト (デフォルトは 7 日間) に達すると、アクションの実行は失敗します。この障
害にもかかわらず、ステートマシンは続行される可能性があります。ステップ関数でのステートマシン
の実行タイムアウトの詳細については、「標準ワークフローと Express ワークフロー」を参照してくだ
さい。

Note

アクションを持つアカウントの呼び出しアクションタイムアウトのクォータの引き上げをリク
エストできます。ただし、クォータの引き上げは、そのアカウントのすべてのリージョンで、
このタイプのすべてのアクションに適用されます。

• ステートマシンの実行が FAILED、TIMED_OUT、または ABORTED のターミナルステータスに達する
と、アクションの実行は失敗します。

Express ステートマシン
Express ステートマシンの実行が正常に開始されると、呼び出しアクションの実行は正常に完了します。

Express ステートマシン用に設定されたアクションに関する考慮事項。

• 出力アーティファクトは指定できません。
• アクションは、ステートマシンの実行が完了するまで待機しません。
• CodePipeline でアクションの実行が開始されると、ステートマシンの実行が失敗した場合でも、アク

ションの実行は成功します。

エラー処理

• もし CodePipeline がステートマシンの実行の開始に失敗すると、アクションの実行は失敗します。それ
以外の場合、アクションはすぐに成功します。アクションは成功します CodePipeline ステートマシンの
実行が完了するまでの時間、またはその結果に関係なく。

以下の資料も参照してください。
このアクションを利用する際に役立つ関連リソースは以下の通りです。

• AWS Step Functions デベロッパーガイド — ステートマシン、実行、およびステートマシンの入力につ
いては、AWS Step Functions デベロッパーガイド を参照してください。

• チュートリアル: の使用AWS Step Functionsパイプラインでアクションを呼び出す (p. 135) - このチュー
トリアルでは、サンプルの標準ステートマシンから開始し、コンソールを使用してステップ関数の呼び
出しアクションを追加してパイプラインを更新する方法について説明します。
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インテグレータとサードパーティーのア
クションタイプがどのように機能するか

統合モデルのリファレンス
パイプラインのリリースプロセスに、既存の顧客ツールを構築するのに役立つサードパーティーサービス
のための事前構築済みの統合がいくつかあります。パートナーまたはサードパーティーのサービスプロバ
イダーは、統合モデルを使用してで使用するアクションタイプを実装し、 CodePipelineで使用するアク
ションタイプを実装します。

このリファレンスは、でサポートされている統合モデルで管理されるアクションタイプを計画または操作
するときに使用します CodePipeline。

サードパーティーのアクションタイプをとのパートナー統合として認定するには CodePipeline、AWS 
Partner Network (APN) を参照してください。この情報は、AWS CLI リファレンス を補足するものです。

トピック
• インテグレータとサードパーティーのアクションタイプがどのように機能するか (p. 557)
• 概念 (p. 558)
• サポートされている統合モデル (p. 559)
• Lambda 統合モデル (p. 560)
• ジョブワーカー統合モデル (p. 565)

インテグレータとサードパーティーのアクションタ
イプがどのように機能するか

カスタマーパイプラインにサードパーティーのアクションタイプを追加して、顧客リソースのタスクを完
了できます。インテグレータはジョブリクエストを管理し、でアクションを実行します CodePipeline。次
の図表は、顧客がパイプラインで使用するために作成されたサードパーティーのアクションタイプを示し
ています。顧客がアクションを設定すると、アクションが実行され、インテグレータのアクションエンジ
ンによって処理されるジョブリクエストが作成されます。

図表に示す内容は以下のステップです。

1. アクション定義が登録され、で使用できるようになります CodePipeline。サードパーティーのアクショ
ンは、サードパーティープロバイダのカスタマーに対して実行できます。

2. プロバイダーの顧客はでアクションを選択し、設定します CodePipeline。
3. アクションが実行され、 CodePipelineジョブがキューに入れられます。ジョブの準備が整ったら 

CodePipeline、ジョブリクエストを送信します。
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概念

4. インテグレーター (サードパーティーポーリング API または Lambda 関数のジョブワーカー) は、ジョ
ブリクエストを取得し、確認を返し、アクションのアーティファクトを処理します。

5. インテグレーターは、ジョブ結果と継続トークンを使用して、成功/失敗の出力 (ジョブワーカーは成功/
失敗 API を使用するか、Lambda 関数が成功/失敗の出力を送信します) を返します。

アクションタイプのリクエスト、表示、および更新に使用できる手順については、 アクションタイプの使
用 (p. 316) を参照してください。

概念
このセクションでは、サードパーティーのアクションタイプについて以下の用語を使用します。

アクションタイプ

同じ継続的デリバリーのワークロードを実行するパイプラインで再利用できる反復可能なプロセス。
アクションタイプは、Owner、Category、Provider、および Version 。例:

            { 

                "Category": "Deploy", 
                "Owner": "AWS", 
                "Provider": "CodeDeploy", 
                "Version": "1" 
            },

同じタイプのアクションはすべて、同じ実装を共有します。
アクション

アクションタイプの単一のインスタンス。パイプラインのステージ内で発生する個別のプロセスの1
つです。これには、通常、このアクションが実行されるパイプラインに固有のユーザー値が含まれま
す。

アクションの定義

アクションおよび入出力アーティファクトの構成に必要なプロパティを定義するアクションタイプの
スキーマ。

アクションの実行

顧客のパイプラインでのアクションが成功したかどうかを判断するために実行されたジョブの集ま
り。

アクション実行エンジン

アクションタイプで使用される統合タイプを定義するアクション実行設定のプロパティ。有効な値
は、JobWorkerおよび Lambda です。

Integration

アクションタイプを実装するためにインテグレータによって実行されるソフトウェアについて説明し
ます。 CodePipeline は、サポートされている 2JobWorker つのアクションエンジンに対応する 2 つ
の統合タイプをサポートしていますLambda。

インテグレータ

アクションタイプの実装を所有している人。
Job

パイプラインと顧客コンテキストを使用して統合を実行するための作業です。アクションの実行は、1 
つ以上のジョブで構成されます。
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サポートされている統合モデル

ジョブワーカー

顧客入力を処理してジョブを実行するサービス。

サポートされている統合モデル
CodePipeline には 2 つの統合モデルがあります

• Lambda 統合モデル:: でアクションタイプを操作するには、 CodePipelineこの統合モデルが推奨されま
す。Lambda 統合モデルは、アクションの実行時に Lambda 関数を使用してジョブリクエストを処理し
ます。

• ジョブワーカー統合モデル: ジョブワーカー統合モデルは、サードパーティー統合で以前に使用され
たモデルです。ジョブワーカー統合モデルは、アクションの実行時にジョブリクエストを処理するよ
うに設定されたジョブワーカーを使用して、アクションの実行時にジョブリクエストを処理します。 
CodePipeline

比較のために、次の表に 2 つのモデルの特徴を示します。

  Lambda 統合モデル ジョブワーカー統合モデル

説明 インテグレータは、インテグレー
ションを Lambda 関数として書
き込みます。Lambda 関数は、 
CodePipeline アクションで使用可
能なジョブがあるたびに呼び出さ
れます。Lambda 関数は、使用可能
なジョブをポーリングするのではな
く、次のジョブ リクエストが受信さ
れるまで待機します。

インテグレータは、インテグレー
ションをジョブワーカーとして書
き込み、顧客のパイプラインで利
用可能なジョブを常にポーリング
します。その後ジョブワーカーは
ジョブを実行し、 CodePipeline API 
CodePipeline を使用してジョブ結果
をに送り返します。

インフラストラクチャ AWS Lambda Amazon EC2 インスタンスなどの
インテグレータのインフラストラク
チャにジョブワーカーコードをデプ
ロイします。

開発作業 統合にはビジネスロジックのみが含
まれます。

CodePipeline 統合は、ビジネスロ
ジックを含めるだけでなく、API と
対話する必要があります。

Opsの努力 インフラストラクチャは AWS リ
ソースだけなので、Ops の労力が少
なくなります。

ジョブワーカーはスタンドアロンの
ハードウェアを必要とするため、オ
ペレーションの労力が高くなりま
す。

最大ジョブのランタイム 統合を 15 分以上アクティブに実行
する必要がある場合は、このモデ
ルを使用できません。このアクショ
ンは、プロセスを開始する (顧客の
コードアーティファクトの構築を
開始するなど)、終了時に結果を返
す必要があるインテグレータを対
象としています。インテグレータが
ビルドの終了を待ち続けることはお
勧めしません。代わりに、コンティ
ニュエーションを返してください。 
CodePipelineインテグレータのコー

このモデルを使用すると、非常に長
時間実行されるジョブ (時間/日) を
維持できます。
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Lambda 統合モデル

  Lambda 統合モデル ジョブワーカー統合モデル
ドから継続を受け取り、終了するま
でジョブをチェックすると、さらに 
30 秒以内に新しいジョブを作成しま
す。

Lambda 統合モデル
サポートされる Lambda 統合モデルには、Lambda 関数の作成と、サードパーティーアクションタイプの
出力の定義が含まれます。

Lambda 関数を更新してからの入力を処理します。 
CodePipeline
新しい Lambda 関数の作成 アクションタイプのパイプラインで利用可能なジョブがあるときに実行される 
Lambda 関数にビジネスロジックを追加できます。たとえば、顧客とパイプラインのコンテキストを考え
ると、顧客のためのサービスでビルドを開始したい場合があります。

以下のパラメータを使用して Lambda 関数を更新し、からの入力を処理します CodePipeline。

フォーマット:

• jobId:
• システムによって生成されたジョブの固有の ID 。
• 型: 文字列
• パターン:[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}

• accountId:
• カスタマーの AWS アカウント ID は、ジョブを実行するときに使用する。
• 型: 文字列
• Pattern: [0-9]\{12\}

• data:
• 統合がジョブの完了に使用するジョブに関するその他の情報。
• 次のいずれかのマップが含まれます。

• actionConfiguration:
• アクションの設定データ。アクション設定フィールドは、顧客が値を入力するためのキーバ

リューのペアのマッピングです。キーは、アクションを設定するときに、アクションタイプ定義
ファイル内のキーパラメータによって決定されます。この例では、Username そして Password
フィールドに情報を指定するアクションのユーザーよって値が決定される。

• タイプ : 文字列から文字列へのマッピング、オプションで提供

例:

    "configuration": { 
        "Username": "MyUser", 
        "Password": "MyPassword" 
    },

• encryptionKey:
• アーティファクトストア内の AWS KMS キーのようなデータを暗号化するために使用するキーに

関する情報を表します。
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• 内容 : データ型タイプ encryptionKey 、オプションで提供
• inputArtifacts:

• 作業対象のアーティファクト (テスト、構築アーティファクトなど) に関する情報のリスト。
• 目次 : データ型のリスト Artifact、オプションで提供

• outputArtifacts:
• アクションの出力に関する情報のリスト。
• 目次:データ型のリスト Artifact、オプションで提供

• actionCredentials:
• AWS セッション認証情報オブジェクトを表します。これらの認証情報は、AWS STS によって

発行される一時的な認証情報です。パイプラインのアーティファクトを格納するために使用され
る S3 バケットの入出力アーティファクトにアクセスするために使用される S3 バケットの入出力
アーティファクトにアクセスするために使用できます CodePipeline。

これらの認証情報には、アクションタイプ定義ファイル内の指定されたポリシーステートメント
テンプレートと同じ権限もあります。

• 内容 : データ型タイプ AWSSessionCredentials 、オプションで提供
• actionExecutionId:

• アクションの実行の外部 ID。
• 型: 文字列

• continuationToken:
• ジョブを非同期的に続行するためにジョブに必要な、デプロイメント ID などのシステム生成トー

クン。
• タイプ : 文字列、オプションで提供

データタイプ:

• encryptionKey:
• id:

• キーを識別する際に使用された ID。AWS KMS キーの場合、キー ID、キー ARN、またはエイリア
ス ARN を使用できます。

• 型: 文字列
• type:

• AWS KMS キーなどの暗号化キーのタイプ。
• タイプ: 文字列
• 有効な値: KMS

• Artifact:
• name:

• アーティファクトの名前。
• タイプ : 文字列、オプションで提供

• revision:
• アーティファクトのリビジョン ID 。オブジェクトのタイプに応じて、コミット ID (GitHub) または

リビジョン ID（Amazon S3）になります。
• タイプ : 文字列、オプションで提供

• location:
• アーティファクトの位置。
• 内容 : データ型タイプ ArtifactLocation 、オプションで提供

• ArtifactLocation:
• type:
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• ロケーション内のアーティファクトのタイプ。
• タイプ : 文字列、オプションで提供
• 有効な値: S3

• s3Location:
• リビジョンを含む S3 バケットの場所。
• 内容 : データ型タイプ S3Location 、オプションで提供

• S3Location:
• bucketName:

• S3 バケットの名前。
• 型: 文字列

• objectKey:
• S3 バケット内のオブジェクトのキー。バケット内のオブジェクトを一意に識別します。
• 型: 文字列

• AWSSessionCredentials:
• accessKeyId:

• セッションのアクセスキー。
• 型: 文字列

• secretAccessKey:
• セッションのシークレットアクセスキー。
• 型: 文字列

• sessionToken:
• セッションのトークン。
• 型: 文字列

例:

{ 
    "jobId": "01234567-abcd-abcd-abcd-012345678910", 
    "accountId": "012345678910", 
    "data": { 
        "actionConfiguration": { 
            "key1": "value1", 
            "key2": "value2" 
        }, 
        "encryptionKey": { 
            "id": "123-abc", 
            "type": "KMS" 
        }, 
        "inputArtifacts": [ 
            { 
                "name": "input-art-name", 
                "location": { 
                    "type": "S3", 
                    "s3Location": { 
                        "bucketName": "inputBucket", 
                        "objectKey": "inputKey" 
                    } 
                } 
            } 
        ], 
        "outputArtifacts": [ 
            { 
                "name": "output-art-name", 
                "location": { 
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                    "type": "S3", 
                    "s3Location": { 
                        "bucketName": "outputBucket", 
                        "objectKey": "outputKey" 
                    } 
                } 
            } 
        ], 
        "actionExecutionId": "actionExecutionId", 
        "actionCredentials": { 
            "accessKeyId": "access-id", 
            "secretAccessKey": "secret-id", 
            "sessionToken": "session-id" 
        }, 
        "continuationToken": "continueId-xxyyzz" 
    }
}

Lambda 関数の結果を CodePipeline
インテグレータのジョブワーカー リソースは、成功、失敗、または継続の場合に有効なペイロードを返す
必要があります。

フォーマット:

• result : ジョブの結果。
• 必須
• 有効な値 (大文字と小文字は区別されません)

• Success : ジョブが正常に終了したことを示します。
• Continue ：ジョブが正常に実行され、ジョブワーカーが同じアクションの実行に対して再呼び出

された場合など、続行する必要があることを示します。
• Fail : ジョブが失敗し、ターミナルであることを示します。

• failureType : 失敗したジョブに関連付ける障害タイプ。

パートナーアクションの failureType カテゴリは、ジョブの実行中に発生した障害のタイプを示しま
す。インテグレータは、ジョブの障害結果をに戻すときに、障害メッセージとともにタイプを設定しま
す CodePipeline。
• オプション。結果が Fail の場合に必須。
• result が Success または Continue の場合は、null にする必要があります。
• 有効な値:

• ConfigurationError
• JobFailed
• PermissionsError
• RevisionOutOfSync
• RevisionUnavailable
• SystemUnavailable

• continuation : 現在のアクション実行内で次のジョブに渡される継続状態。
• オプション。結果が Continue の場合に必須。
• result が Success または Fail の場合は、 null にする必要があります。
• プロパティ:

• State : 渡すステートのハッシュ。
• status : アクション実行のステータス。

• オプション。
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• プロパティ:
• ExternalExecutionId : ジョブに関連付けるオプションの外部実行 ID またはコミット ID。
• Summary : 発生した事象の要約。障害シナリオでは、これがユーザーに表示される障害メッセージ

になります。
• outputVariables : 次のアクションの実行に渡されるキーと値のペアのセット。

• オプション。
• result が Continue または Fail の場合は、 null にする必要があります。

例:

{ 
    "result": "success", 
    "failureType": null, 
    "continuation": null, 
    "status": { 
        "externalExecutionId": "my-commit-id-123", 
        "summary": "everything is dandy"
    }, 
    "outputVariables": { 
        "FirstOne": "Nice", 
        "SecondOne": "Nicest", 
        ... 
    }         
}

継続トークンを使用して、非同期プロセスの結果を待
つ
continuation トークンは Lambda 関数のペイロードと結果の一部です。これは、ジョブの状態を 
CodePipeline continuation として継続する必要があることを示す方法です。たとえば、インテグレータ
がリソースでカスタマーの構築を開始した後、構築が完了するのを待たずに、result as を返すこと
で、continueターミナル結果がないことを示し、構築の一意の ID を CodePipeline ascontinuation
トークンとして返します。 CodePipeline

Note

Lambda 関数は最大 15 分まで実行できます。ジョブを長く実行する必要がある場合は、継続トー
クンを使用できます。

CodePipeline チームは 30 秒後にインテグレータを呼び出します。continuationペイロードにトークン
を入れて、完了をチェックできるようにします。構築が完了すると、インテグレータはターミナルの成功/
失敗結果を返し、そうでない場合は続行します。

ランタイム時にインテグレーターの Lambda 関数を呼
び出す権限を提供する CodePipeline
インテグレータの Lambda 関数に、サービスプリンシパルを使用して呼び出す権限を追
加して、 CodePipeline サービスプリンシパルを使用して呼び出す許可を CodePipeline
codepipeline.amazonaws.comサービスに提供します。:. 権限は、AWS CloudFormation またはコマン
ドラインを使用して追加できます。例については、「アクションタイプの使用 (p. 316)」を参照してくだ
さい。
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ジョブワーカー統合モデル
高レベル ワークフローを綿密に設計した後、ジョブワーカーを作成できます。最終的にはサードパー
ティーアクションの仕様がジョブワーカーに必要なものを決定しますが、サードパーティーアクションの
ジョブワーカーの多くは以下の機能を含みます:

• CodePipeline を使用してジョブをポーリングするPollForThirdPartyJobs.
• ジョブを確認して、AcknowledgeThirdPartyJob、PutThirdPartyJobSuccessResult、 

CodePipeline を使用して結果を返しますPutThirdPartyJobFailureResult。
• パイプラインの Amazon S3 バケットからアーティファクトを取得する、またはアーティファクトを配

置する。Amazon S3 バケットからアーティファクトをダウンロードするには、署名バージョン 4 の署名 
(Sig V4) を使用する Amazon S3 クライアントを作成する必要があります。AWS KMS には Sig V4 が必
要です。

Amazon S3 バケットにアーティファクトをアップロードするには、さらに Amazon S3 PutObject リ
クエストが AWS Key Management Service (AWS KMS)を通じて暗号化を使用するよう設定する必要が
あります。 AWS KMS は AWS KMS keys を使用します。AWS マネージドキーアーティファクトのアッ
プロードにまたはカスタマー管理キーを使用するかどうかを判断するには、ジョブワーカーがジョブ
データを確認し、暗号化キーのプロパティを確認する必要があります。プロパティが設定されている場
合は、設定時にそのカスタマー管理キー ID を使用する必要がありますAWS KMS。キープロパティが 
NULL の場合は、を使用しますAWS マネージドキー。 CodePipeline AWS マネージドキー特に設定しな
い限り、を使用します。

Java または .NET で AWS KMS パラメータの作成する方法の例については、Amazon S3 の特定の AWS 
Key Management Service でAWSSDKsを使用している箇所を参照してください。の Amazon S3 バケッ
トの詳細については CodePipeline、を参照してくださいCodePipeline コンセプト (p. 3)。

ジョブワーカー用にアクセス許可管理戦略を選択して
設定する
でサードパーティーアクションのジョブワーカーを開発するには CodePipeline、ユーザーやアクセス権限
管理を統合するための戦略が必要になります。

最も簡単な戦略は、AWS Identity and Access Management (IAM) インスタンス ロールで Amazon EC2 
インスタンスを作成することでジョブワーカーに必要なインフラストラクチャを追加することです。
これは、統合に必要なリソースを簡単にスケールアップすることを許可します。組み込み統合とを使用
し、AWSジョブワーカーとの間の相互作用を簡素化できます CodePipeline。

Amazon EC2 の詳細を参照し、統合に適しているかどうかを判断します。詳細については、「Amazon 
EC2 - 仮想サーバーのホスティング」を参照してください。Amazon EC2 インスタンスのセットアップに
ついては、「Amazon EC2 Linux インスタンスの使用開始」を参照してください。

他に考慮すべき戦略は、IAMと ID フェデレーションを使用した既存の ID プロバイダーシステムおよびリ
ソースとの統合です。この戦略は、お客様がすでに企業 ID プロバイダーを持っているか、ウェブ ID プロ
バイダーを使用するユーザーをサポートできるよう設定されている場合に、特に便利です。ID フェデレー
ションは、IAM ユーザーを作成または管理することなく CodePipeline、AWSリソースへの安全なアクセス
を許可します。パスワードのセキュリティ要件や認証情報の更新に機能やポリシーを活用できます。サン
プルアプリケーションをお客様自身の設計のテンプレートとして使用できます。詳細については、「フェ
デレーションの管理」を参照してください。

アクセスを提供するには、ユーザー、グループ、またはロールにアクセス許可を追加します。

• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) のユーザーとグループ:
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アクセス許可セットを作成します。「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユー
ザーガイド」の「シークレットの作成と管理」の手順に従ってください。

• ID プロバイダーを通じて IAM で管理されているユーザー:

ID フェデレーションのロールを作成する。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 (フェデレーション) 用のロールの作成」を参照してください。

• IAM ユーザー:
• ユーザーが設定できるロールを作成します。手順については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユー

ザー用ロールの作成」を参照してください。
• (非推奨) ポリシーをユーザーに直接アタッチするか、ユーザーをユーザーグループに追加します。

「IAM ユーザーガイド」の「ユーザー (コンソール) へのアクセス許可の追加」の指示に従います。

次は、サードパーティー ジョブワーカーで使用するために作成する可能性があるポリシーの例です。この
ポリシーは例に過ぎず、そのまま提供されています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "codepipeline:PollForThirdPartyJobs", 
        "codepipeline:AcknowledgeThirdPartyJob", 
        "codepipeline:GetThirdPartyJobDetails", 
        "codepipeline:PutThirdPartyJobSuccessResult", 
        "codepipeline:PutThirdPartyJobFailureResult" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:codepipeline:us-east-2::actionType:ThirdParty/Build/Provider/1/"   
      ]               
    } 
  ]
}   
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イメージ定義ファイルのリファレン
ス

このセクションは参照のみを目的としています。コンテナのソースまたはデプロイアクションを使用して
パイプラインを作成する方法については、「でパイプラインを作成 CodePipeline (p. 213)」を参照してく
ださい。

Amazon ECR ソースアクションまたは Amazon ECS デプロイアクションなどのコンテナアクションの 
AWS CodePipeline ジョブワーカーは、定義ファイルを使用してイメージ URI とコンテナ名をタスク定義
にマッピングします。各定義ファイルは、次のようにアクションプロバイダによって使用される JSON 形
式のファイルです。

• Amazon ECS 標準デプロイでは、デプロイアクションへの入力で imagedefinitions.json ファイル
が必要です。

• Amazon ECS Blue/Green デプロイでは、デプロイアクションへの入力で imageDetail.json ファイ
ルが必要です。
• Amazon ECR ソースアクションでは、ソースアクションの出力として提供され

る、imageDetail.json ファイルが生成されます。

トピック
• Amazon ECS 標準デプロイアクション用の imagedefinitions.json ファイル (p. 567)
• Amazon ECS Blue/Green デプロイアクション用の imageDetail.json ファイル (p. 569)

Amazon ECS 標準デプロイアクション用の 
imagedefinitions.json ファイル

イメージ定義ドキュメントは、Amazon ECS のコンテナ名およびイメージとタグについて説明する JSON 
ファイルです。コンテナベースのアプリケーションをデプロイする場合は、イメージ定義ファイルを生成
して CodePipeline Amazon ECS コンテナを持ち、Amazon ECR などのイメージリポジトリから取得する
イメージ ID を使用するジョブワーカー

Note

このファイルのデフォルトのファイル名は imagedefinitions.json です。別のファイル名を
使用することを選択した場合は、パイプラインデプロイステージを作成するときにそのファイル
名を指定する必要があります。

以下の考慮事項に注意して、imagedefinitions.json ファイルを作成します。

• ファイルには UTF-8 エンコーディングを使用する必要があります。
• イメージ定義ファイルの最大ファイルサイズの制限は 100 KB です。
• ファイルは、ソースとして作成するか、デプロイアクションの入力アーティファクトになるようにアー

ティファクトを構築する必要があります。つまり、ファイルがソースの場所、「」「」「」「」「」
「」を参照してください。 CodeCommit リポジトリ、またはビルド出力アーティファクトとして生成さ
れます。

imagedefinitions.json ファイルはコンテナ名とイメージ URI を提供します。次のキーと値のペアの
セットで構築する必要があります。
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キー 値

name #####

ImageURI imageUri

コンテナ名が sample-app で、イメージ URI が ecs-repo、タグが latest の JSON 構造は次のとおり
です。

[ 
  { 
    "name": "sample-app", 
    "imageUri": "11111EXAMPLE.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ecs-repo:latest" 
  }
]

複数のコンテナイメージのペアをリストするようにファイルを構築することもできます。

JSON の構造:

[ 
  { 
    "name": "simple-app", 
    "imageUri": "httpd:2.4" 
  }, 
  { 
    "name": "simple-app-1", 
    "imageUri": "mysql" 
  }, 
  { 
    "name": "simple-app-2", 
    "imageUri": "java1.8" 
  }
]

パイプラインを作成する前に、以下の手順に従って imagedefinitions.json ファイルを設定します。

1. パイプラインのコンテナベースのアプリケーションデプロイの計画の一環として、ソースステージと
ビルドステージを計画します (該当する場合)。

2. 次のいずれかを選択します。

a. パイプラインを作成して、ビルドステージをスキップする場合は、JSON ファイルを手動で作成
し、ソースアクションがアーティファクトを提供できるように、JSON ファイルをソースリポジ
トリにアップロードする必要があります。テキストエディタを使用してファイルを作成し、ファ
イルに名前を付けます。または、デフォルトの imagedefinitions.json ファイル名を使用し
ます。イメージ定義ファイルをソースリポジトリにプッシュします。

Note

ソースリポジトリが Amazon S3 バケットの場合は、JSON ファイルを圧縮してくださ
い。

b. パイプラインにビルドステージがある場合は、ビルドフェーズ中にソースリポジトリにイメージ
定義ファイルを出力するコマンドをビルドスペックファイルに追加します。以下の例では、printf
コマンドを使用して、imagedefinitions.json ファイルを作成します。buildspec.yml
ファイルの post_build セクションにこのコマンドをリストします。

printf '[{"name":"container_name","imageUri":"image_URI"}]' >
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imagedefinitions.json

イメージ定義ファイルを出力アーティファクトとして buildspec.yml ファイルに含める必要が
あります。

3. コンソールでパイプラインを作成する場合、[パイプラインの作成] ウィザードの [デプロイ] ページの 
[イメージのファイル名] にイメージ定義ファイル名を入力します。

にとって step-by-step Amazon ECS をデプロイプロバイダーとして使用するパイプラインを作成するため
のチュートリアルについては、「」を参照してくださいチュートリアル: 「」 CodePipeline。

Amazon ECS Blue/Green デプロイアクション用の 
imageDetail.json ファイル

imageDetail.json ドキュメントは、 Amazon ECS イメージ URI を説明する JSON ファ
イルです。Blue/Green デプロイ用にコンテナベースのアプリケーションをデプロイする場合
は、imageDetail.jsonAmazon ECS を提供するファイルと CodeDeployAmazon ECR など、イメージ
リポジトリから取得するイメージ ID を持つジョブワーカー

Note

ファイルの名前は imageDetail.json である必要があります。

アクションとそのパラメータの詳細については、「」を参照してください。Amazon Elastic Container 
ServiceCodeDeploy とBlue-Green (p. 485)。

imageDetail.json ファイルは、ソースとして作成するか、デプロイアクションの入力アーティファク
トになるようにアーティファクトを構築する必要があります。これらの方法のいずれかを使用して、パイ
プラインに imageDetail.json ファイルを提供できます。

• ソースの場所に imageDetail.json ファイルを含め、Amazon ECS Blue/Green デプロイアクション
への入力としてパイプラインで提供されるようにします。

Note

ソースリポジトリが Amazon S3 バケットの場合は、JSON ファイルを圧縮してください。
• Amazon ECR ソースアクションでは、次のアクションへの入力アーティファクトとして
imageDetail.json ファイルが自動生成されます。

Note

Amazon ECR ソースアクションがこのファイルを作成するので、Amazon ECR ソースアクショ
ンを含むパイプラインは 手動で imageDetail.json ファイルを提供する必要はありません。
Amazon ECR ソースステージを含むパイプラインの作成に関するチュートリアルについて
は、チュートリアル:Amazon ECR ソース、ECS-DeployCodeDeploy 間のデプロイでパイプラ
インを作成する (p. 103) を参照してください。
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imageDetail.json ファイルは、イメージ URI を提供します。次のキーと値のペアで構築する必要があ
ります。

キー 値

ImageURI image_URI

imageDetail.json

以下に、イメージ URI が ACCOUNTID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/dk-image-
repo@sha256:example3 である JSON 構造を示します。

{
"ImageURI": "ACCOUNTID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/dk-image-repo@sha256:example3"
}
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imageDetail.json (generated by ECR)

変更がイメージリポジトリにプッシュされるたびに、Amazon ECR ソースアクションによって
imageDetail.json ファイルが自動生成されます。Amazon ECR ソースアクションにより生成され
た imageDetail.json は、ソースアクションから出力アーティファクトとしてパイプラインの次の
アクションに提供されます。

リポジトリ名が dk-image-repo で、イメージ URI が ecs-repo、イメージタグが latest の 
JSON 構造は次のとおりです。

{ 
    "ImageSizeInBytes": "44728918", 
    "ImageDigest": 
 "sha256:EXAMPLE11223344556677889900bfea42ea2d3b8a1ee8329ba7e68694950afd3", 
    "Version": "1.0", 
    "ImagePushedAt": "Mon Jan 21 20:04:00 UTC 2019", 
    "RegistryId": "EXAMPLE12233", 
    "RepositoryName": "dk-image-repo", 
    "ImageURI": "ACCOUNTID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/dk-image-
repo@sha256:example3", 
    "ImageTags": [ 
        "latest" 
    ]
}

imageDetail.json ファイルは、次のようにイメージ URI とコンテナ名を Amazon ECS タスク定
義にマッピングします。

• ImageSizeInBytes: リポジトリ内のイメージのサイズ (単位: バイト)。
• ImageDigest: イメージマニフェストの sha256 ダイジェスト。
• Version: イメージバージョン。
• ImagePushedAt: 最新のイメージがリポジトリにプッシュされた日時。
• RegistryId: リポジトリが格納されているレジストリに関連付けられている AWS アカウント 

ID。
• RepositoryName: イメージがプッシュされた Amazon ECR リポジトリの名前。
• ImageURI: イメージの URI。
• ImageTags: イメージに使用されるタグ。

パイプラインを作成する前に、以下の手順に従って imageDetail.json ファイルを設定します。

1. パイプラインのコンテナベースのアプリケーション Blue/Green デプロイの計画の一環として、ソース
ステージとビルドステージを計画します (該当する場合)。

2. 次のいずれかを選択します。

a. パイプラインでビルドステージをスキップしている場合、JSON ファイルを手動で作成し、次の
ようなソースリポジトリにアップロードする必要があります。 CodeCommitなので、ソースア
クションはアーティファクトを提供できます。テキストエディタを使用してファイルを作成し、
ファイルに名前を付けます。または、デフォルトの imageDetail.json ファイル名を使用しま
す。imageDetail.json ファイルをソースリポジトリにプッシュします。

b. パイプラインにビルドステージがある場合は、以下の手順を実行します。

i. ビルドフェーズ中にソースリポジトリにイメージ定義ファイルを出力するコマンド
をビルドスペックファイルに追加します。以下の例では、printf コマンドを使用し
て、imageDetail.json ファイルを作成します。buildspec.yml ファイルの post_build
セクションにこのコマンドをリストします。
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printf '{"ImageURI":"image_URI"}' > imageDetail.json

imageDetail.json ファイルを出力アーティファクトとして buildspec.yml ファイルに
含める必要があります。

ii. imageDetail.jsonをアーティファクトファイルとして buildspec.yml ファイルに追加
します。

artifacts: 
  files: 
    - imageDetail.json
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可変
このセクションは参照のみを目的としています。変数の作成については、「変数の操作 (p. 374)」を参照
してください。

変数を使用すると、アクションの実行時に決定される値でパイプラインアクションを設定できます。変数
は、アクションの実行によって生成することも、各パイプライン実行の開始時に暗黙的に使用することも
できます。

一部のアクションプロバイダは、変数の定義されたセットを生成します。コミット ID など、そのアクショ
ンプロバイダのデフォルトの変数キーから選択します。

step-by-step 変数を使用するための例を参照するには:

• アップストリームアクション (CodeCommit) の変数を使用し、出力変数を生成する Lambda アクション
のチュートリアルについては、を参照してくださいチュートリアル: Lambda 呼び出しアクションで可変
を使用する (p. 131)。

• AWS CloudFormationアップストリームアクションからスタック出力変数を参照する CloudFormation ア
クションについては、を参照してくださいチュートリアル: AWS CloudFormation デプロイアクションの
変数を使用するパイプラインを作成する (p. 92)。

• CodeCommit コミット ID とコミットメッセージに解決される出力変数を参照するメッセージテキス
トを使用した手動承認アクションの例については、を参照してください例: 手動承認で変数を使用す
る (p. 380)。

• CodeBuild GitHubブランチ名に解決される環境変数を使用したアクションの例については、を参照して
ください例: BranchName CodeBuild 変数を環境変数と共に使用する (p. 380)。

• CodeBuild アクションは、ビルドの一部としてエクスポートされたすべての環境変数を変数として生成
します。詳細については、「CodeBuild アクション出力変数 (p. 581)」を参照してください。

変数の制限

制限の詳細については、「のクォータAWSCodePipeline (p. 586)」を参照してください。
Note

アクション設定フィールドに出力変数構文を入力する場合は、設定フィールドの 1000 文字制限
を超えないようにしてください。この制限を超えると、検証エラーが返されます。

トピック
• 概念 (p. 573)
• 変数の設定  (p. 574)
• 変数の解決 (p. 576)
• 変数のルール  (p. 577)
• パイプラインアクションで使用できる変数 (p. 577)

概念
このセクションでは、変数と名前空間に関連する主要な用語と概念を示します。

可変
変数は、パイプラインでアクションを動的に設定するために使用できるキーと値のペアです。現在、これ
らの変数を使用可能にする方法は 2 つあります。
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• 各パイプライン実行の開始時に暗黙的に使用できる一連の変数があります。このセットには
PipelineExecutionId、現在のパイプライン実行の ID が含まれています。

• 実行時に変数のセットを生成するアクションタイプがあります。アクションによって生成された変数
は、ListActionExecutionsAPIoutputVariables の一部であるフィールドを確認できます。各アクショ
ンタイプによって生成される変数については、「」を参照してください CodePipeline アクション構造リ
ファレンス (p. 482)。

アクション設定でこれらの変数を参照するには、正しい名前空間で変数リファレンス構文を使用する必要
があります。

アクションプロバイダごとに使用できるキー名のリストについては、「パイプラインアクションで使用で
きる変数 (p. 577)」を参照してください。変数ワークフローの例については、「変数の設定  (p. 574)」
を参照してください。

名前空間
変数を一意に参照できるようにするには、変数を名前空間に割り当てる必要があります。名前空間に変数
のセットを割り当てた後、次の構文で名前空間と変数キーを使用して、アクション設定で変数を参照でき
ます。

#{namespace.variable_key}

変数を割り当てることができる名前空間には、次の 2 種類があります。

• codepipeline 予約済み名前空間

これは、各パイプライン実行の開始時に利用可能な暗黙的な変数のセットに割り当てられた名前空間で
す。この名前空間は codepipeline です。変数リファレンスの例:

#{codepipeline.PipelineExecutionId}

• アクションに割り当てられた名前空間

これは、アクションに割り当てる名前空間です。アクションによって生成されるすべての変数は、
この名前空間に属します。アクションによって生成された変数をダウンストリームアクション設定
で使用できるようにするには、生成アクションを名前空間で設定する必要があります。名前空間はパ
イプライン定義全体で一意でなければならず、アーティファクト名と競合することはできません。次
に、SourceVariables の名前空間で設定されたアクションの変数リファレスの例を示します。

#{SourceVariables.VersionId}

変数の設定
アクションの名前空間を宣言して、変数を生成するようにアクションを設定します。アクションは、すで
に変数を生成するアクションプロバイダの 1 つであることが必要です。それ以外の場合、使用可能な変数
はパイプラインレベルの変数です。

名前空間は、次のいずれかの方法で宣言します。

• コンソールの [アクションの編集] ページで、[Variable namespace (変数の名前空間)] に名前空間を入力
します。

• JSON パイプライン構造の namespace パラメータフィールドに名前空間を入力します。
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この例では、namespace CodeCommit ソースアクションにという名前のパラメータを追加しま
すSourceVariables。これにより、そのアクションプロバイダ (CommitId など) で使用可能な変数を生
成するようにアクションが設定されます。

{ 
    "name": "Source", 
    "actions": [ 
        { 
            "outputArtifacts": [ 
                { 
                    "name": "SourceArtifact" 
                } 
            ], 
            "name": "Source", 
             "namespace": "SourceVariables",
            "configuration": { 
                "RepositoryName": "MyRepo", 
                "BranchName": "mainline", 
                "PollForSourceChanges": "false" 
            }, 
            "inputArtifacts": [], 
            "region": "us-west-2", 
            "actionTypeId": { 
                "provider": "CodeCommit", 
                "category": "Source", 
                "version": "1", 
                "owner": "AWS" 
            }, 
            "runOrder": 1 
        } 
    ]
},

次に、前のアクションによって生成された変数を使用するようにダウンストリームアクションを設定しま
す。これは次の方法で行います。

• コンソールの [アクションの編集] ページで、アクション設定フィールドに変数構文 (ダウンストリーム
アクション用) を入力します。

• JSON パイプライン構造のアクション設定フィールドに変数構文 (ダウンストリームアクション用) を入
力する

この例では、ビルドアクションの設定フィールドには、アクションの実行時に更新される環境変数が表示
されます。この例では、#{codepipeline.PipelineExecutionId} で実行 ID の名前空間と変数を指
定し、コミット ID には #{SourceVariables.CommitId} で名前空間と変数を指定します。

{ 
    "name": "Build", 
    "actions": [ 
        { 
            "outputArtifacts": [ 
                { 
                    "name": "BuildArtifact" 
                } 
            ], 
            "name": "Build", 
            "configuration": { 
                "EnvironmentVariables": "[{\"name\":\"Release_ID\",\"value\":
\"#{codepipeline.PipelineExecutionId}\",\"type\":\"PLAINTEXT\"},{\"name\":\"Commit_ID\",
\"value\":\"#{SourceVariables.CommitId}\",\"type\":\"PLAINTEXT\"}]", 
                "ProjectName": "env-var-test" 
            }, 
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            "inputArtifacts": [ 
                { 
                    "name": "SourceArtifact" 
                } 
            ], 
            "region": "us-west-2", 
            "actionTypeId": { 
                "provider": "CodeBuild", 
                "category": "Build", 
                "version": "1", 
                "owner": "AWS" 
            }, 
            "runOrder": 1 
        } 
    ]
},

変数の解決
アクションがパイプライン実行の一部として実行されるたびに、アクションが生成する変数は、生成アク
ションの後に発生することが保証される任意のアクションで使用できます。これらの変数を消費アクショ
ンで使用するには、前の例で示した構文を使用して、消費アクションの設定に変数を追加します。消費ア
クションを実行する前に、 CodePipeline アクションの実行を開始する前の設定に存在するすべての変数リ
ファレスを解決します。
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変数のルール
次のルールは、変数の設定に役立ちます。

• アクションの名前空間と変数を指定するには、新しいアクションプロパティを使用するか、アクション
を編集します。

• パイプライン作成ウィザードを使用すると、ウィザードで作成された各アクションの名前空間がコン
ソールによって生成されます。

• 名前空間が指定されていない場合、そのアクションによって生成された変数は、どのアクション設定で
も参照できません。

• アクションによって生成された変数を参照するには、参照アクションは、変数を生成するアクションの
後に発生する必要があります。これは、変数を生成するアクションよりも後の段階にあるか、同じ段階
にあるが、より高い実行順序にあることを意味します。

パイプラインアクションで使用できる変数
アクションプロバイダは、アクションによって生成できる変数を決定します。

step-by-step 変数を管理する手順については、を参照してください変数の操作 (p. 374)。
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定義された変数キーを持つアクション
選択できる名前空間とは異なり、ほとんどの変数キーは編集できません。たとえば、Amazon S3 アクショ
ンプロバイダの場合、ETag および VersionId 変数キーのみを使用できます。

各実行には、 CodePipelineパイプラインリリース ID など、実行に関するデータを含むパイプライン変数
のセットもあります。これらの変数は、パイプライン内の任意のアクションで消費できます。

トピック
• CodePipeline 実行 ID 出力変数 (p. 578)
• Amazon ECR アクションの出力変数 (p. 578)
• AWS CloudFormation StackSets アクション出力変数 (p. 578)
• CodeCommit アクション出力変数 (p. 579)
• CodeStarSourceConnection アクション出力変数 (p. 579)
• GitHub アクション出力変数 (GitHub アクションバージョン 1) (p. 579)
• S3 アクションの出力変数 (p. 580)

CodePipeline 実行 ID 出力変数
CodePipeline 実行 ID 変数

プロバイダー 変数キー 値の例 可変構文例

codepipeline PipelineExecutionId 8abc75f0-fbf8-4f4c-
bfEXAMPLE

#{codepipeline.PipelineExecutionId}

Amazon ECR アクションの出力変数
Amazon ECR 変数

変数キー 値の例 可変構文例

ImageDigest sha256:EXAMPLE1122334455 #{SourceVariables.ImageDigest}

ImageTag 最新 #{SourceVariables.ImageTag}

ImageURI 11111EXAMPLE.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/ecs-
repo:latest

#{SourceVariables.ImageURI}

RegistryId EXAMPLE12233 #{SourceVariables.RegistryId}

RepositoryName my-image-repo #{SourceVariables.RepositoryName}

AWS CloudFormation StackSets アクション出力変数
AWS CloudFormation StackSets 変数

変数キー 値の例 可変構文例

OperationId 11111111-2bbb-111-2bbb-11111 例 #{DeployVariables.OperationId}
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変数キー 値の例 可変構文例

StackSetId my-stackset: 
1111aaa-1111-2222-2bbb-11111 例

#{DeployVariables.StackSetId}

CodeCommit アクション出力変数
CodeCommit 変数

変数キー 値の例 可変構文例

AuthorDate 2019-10-29T03:32:21Z #{SourceVariables.AuthorDate}

BranchName 開発 #{SourceVariables.BranchName}

CommitId exampleb01f91b31 #{SourceVariables.CommitId}

CommitMessage バグを修正 (最大サイズ 100 KB ) #{SourceVariables.CommitMessage}

CommitterDate 2019-10-29T03:32:21Z #{SourceVariables.CommitterDate}

RepositoryName myCodeCommitレポ #{SourceVariables.RepositoryName}

CodeStarSourceConnection アクション出力変数
CodeStarSourceConnection変数 (Bitbucket、 GitHub、 GitHubおよびエンタープライズリポ
ジトリ)

変数キー 値の例 可変構文例

AuthorDate 2019-10-29T03:32:21Z #{SourceVariables.AuthorDate}

BranchName 開発 #{SourceVariables.BranchName}

CommitId exampleb01f91b31 #{SourceVariables.CommitId}

CommitMessage バグを修正 (最大サイズ 100 KB ) #{SourceVariables.CommitMessage}

ConnectionArn arn:aws:codestar-
connections:region: account-id
:connection/ connection-id

#{SourceVariables.ConnectionArn}

FullRepositoryName ユーザー名/GitHubRepo #{SourceVariables.FullRepositoryName}

GitHub アクション出力変数 (GitHub アクションバージョン 1)
GitHub 変数 (GitHub アクションバージョン 1)

変数キー 値の例 可変構文例

AuthorDate 2019-10-29T03:32:21Z #{SourceVariables.AuthorDate}

BranchName メイン #{SourceVariables.BranchName}

CommitId exampleb01f91b31 #{SourceVariables.CommitId}
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変数キー 値の例 可変構文例

CommitMessage バグを修正 (最大サイズ 100 KB ) #{SourceVariables.CommitMessage}

CommitterDate 2019-10-29T03:32:21Z #{SourceVariables.CommitterDate}

CommitUrl   #{SourceVariables.CommitUrl}

RepositoryName myGitHubレポ #{SourceVariables.RepositoryName}

S3 アクションの出力変数
S3 変数

変数キー 値の例 可変構文例

ETag example28be1c3 #{SourceVariables.ETag}

VersionId exampleta_IUQCv #{SourceVariables.VersionId}

ユーザー設定の変数キーを使用したアクション
で CodeBuildAWS CloudFormation、および Lambda アクションの場合、変数キーはユーザーによって設
定されます。

トピック
• CloudFormation アクション出力変数 (p. 580)
• CodeBuild アクション出力変数 (p. 581)
• Lambda アクションの出力変数 (p. 581)

CloudFormation アクション出力変数
AWS CloudFormation 変数

変数キー 可変構文例

AWS CloudFormation アクションの場合、変数はスタックテンプ
レートの Outputs セクションに指定した値から生成されます。 
CloudFormation 出力を生成するアクションモードは、スタック
の作成、スタックの更新、変更セットの実行など、スタックの作
成または更新につながるアクションモードだけであることに注意
してください。変数を生成するアクションモードは次のとおりで
す。

• CREATE_UPDATE
• CHANGE_SET_EXECUTE
• CHANGE_SET_REPLACE
• REPLACE_ON_FAILURE

アクションモードの詳細については、「」を参照してくださ
いAWS CloudFormation (p. 501)。AWS CloudFormation出力変数
を使用するパイプラインを PipelineAWS CloudFormation にデプ

#{DeployVariables.StackName}
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ユーザー設定の変数キーを使用したアクション

変数キー 可変構文例
ロイアクションで作成するためのチュートリアルについては、を
参照してくださいチュートリアル: AWS CloudFormation デプロイ
アクションの変数を使用するパイプラインを作成する (p. 92)。

CodeBuild アクション出力変数
CodeBuild 変数

変数キー 可変構文例

CodeBuild アクションの場合、変数はエクスポートされた環境変
数によって生成された値から生成されます。 CodeBuild 環境変数
を設定するには、 CodeBuild CodePipeline ビルドスペックにアク
ションを編集するか、ビルド仕様に環境変数を追加します。

CodeBuild ビルドスペックに指示を追加して、エクスポートされ
た変数セクションの下に環境変数を追加します。env/exported-
variables の AWS CodeBuild ユーザーガイド を参照してくださ
い。

#{BuildVariables.EnvVar}

Lambda アクションの出力変数
Lambda 変数

変数キー 可変構文例

Lambda アクションは、変数として PutJobSuccessResult 
APIoutputVariables リクエストのセクションに含まれるすべ
てのキーバリューのペアを生成します。

アップストリームアクション (CodeCommit) の変数を使用し、出
力変数を生成する Lambda アクションのチュートリアルについて
は、を参照してくださいチュートリアル: Lambda 呼び出しアク
ションで可変を使用する (p. 131)。

#{TestVariables.testRunId}
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ポーリングパイプラインを推奨され
る変更検出方法に更新する

ソースの変更に対応するためにポーリングを使用するパイプラインがある場合は、推奨される検出方法を
使用するようにパイプラインを更新できます。推奨されるイベントベースの変更検出方法を使用するよう
にポーリングパイプラインを更新する方法が記載された移行ガイドについては、を参照してくださいポー
リングパイプラインを移行してイベントベースの変更検出を使用する (p. 255)。
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GitHub バージョン 1 のソースアク
ションを GitHub バージョン 2 のソー
スアクションに更新する

AWS CodePipeline では、GitHub ソースアクションには次の 2 つのバージョンがサポートされています。

• 推奨: GitHub バージョン 2 アクションは GitHub アプリベースの認証を使用し
て、CodeStarSourceConnection Bitbucket、 GitHub、 GitHub およびエンタープライズサーバーアク
ション用 (p. 536)リソース。GitHub でアクセスを管理できるように、AWS CodeStar Connections アプ
リケーションを GitHub 組織にインストールします。

• 非推奨: GitHub バージョン 1 アクションは OAuth トークンを使用して GitHub で認証し、別のウェブ
フックを使用して変更を検出します。これはもはや推奨される方法ではありません。

Note

この機能は、アジアパシフィック (香港) またはヨーロッパ (ミラノ) リージョンでは使用できませ
ん。当該リージョンで使用可能な他のソースアクションを使用する場合、ソースアクションの統
合 (p. 20) を参照してください。

GitHub version 1 アクションの代わりに GitHub Version 2 アクションを使用することには、重要な利点が
あります。

• 接続により、CodePipeline はリポジトリにアクセスするために OAuth アプリやパーソナルアクセ
ストークンを必要としなくなりました。接続を作成するときは、GitHub リポジトリへの認証を管理
し、Organization レベルで権限を許可する GitHub アプリをインストールします。リポジトリにアクセ
スするには、OAuth トークンをユーザーとして承認する必要があります。アプリベースの GitHub ア
クセスとは対照的な OAuth ベースの GitHub アクセスの詳細については、https://docs.github.com/en/ 
developers/apps/differences-between-github-apps-and-oauth-apps を参照してください。

• CLI または CloudFormation で GitHub バージョン 2 のアクションを管理する場合、Secrets Manager に
個人アクセストークンをシークレットとして保存する必要がなくなりました。CodePipeline アクション
設定で保存されたシークレットを動的に参照する必要がなくなりました。代わりに、アクション ARN 
に接続 ARN を追加します。アクション設定の例については、「CodeStarSourceConnection Bitbucket、 
GitHub、 GitHub およびエンタープライズサーバーアクション用 (p. 536)」を参照してください。

• CodePipeline で GitHub バージョン 2 アクションで使用する接続リソースを作成する場合、同じ接続リ
ソースを使用して、CodeGuru Reviewer など、サポートされている他のサービスをリポジトリに関連付
けることができます。

• Github バージョン 2 では、リポジトリをクローンして後続の CodeBuild アクションで git メタデータに
アクセスできますが、Github バージョン 1 ではソースをダウンロードすることしかできません。

• 管理者が Organization のリポジトリにアプリをインストールします。トークンを作成した個人に依存す
る OAuth トークンを追跡する必要がなくなりました。

Organization にインストールされているすべてのアプリは、同じリポジトリのセットにアクセスできま
す。各リポジトリにアクセスできるユーザーを変更するには、各接続の IAM ポリシーを変更します。例に
ついては、「」を参照してください。例: 指定されたリポジトリで接続を使用するためのスコープダウンポ
リシー。

このトピックの手順を使用して GitHub バージョン 1 のソースアクションを削除し、CodePipeline コン
ソールから GitHub バージョン 2 のソースアクションを追加できます。
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ステップ 1: バージョン 1 の 

GitHub アクションを置き換える

トピック
• ステップ 1: バージョン 1 の GitHub アクションを置き換える (p. 584)
• ステップ 2: GitHub への接続を作成する (p. 584)
• ステップ 3: GitHub のソースアクションを保存する (p. 585)

ステップ 1: バージョン 1 の GitHub アクションを
置き換える

パイプラインの編集ページを使用して、バージョン 1 の GitHub アクションをバージョン 2 の GitHub アク
ションに置き換えます。

バージョン 1 の GitHub アクションを置き換えるには

1. CodePipeline コンソールにサインインします。
2. パイプラインを選択し、[編集] を選択します。ソースステージで、[ステージを編集] を選択します。

アクションを更新することを推奨するメッセージが表示されます。
3. アクションプロバイダ で、GitHub (バージョン 2) を選択します。
4. 以下の いずれかを 実行します。

• [接続] でプロバイダへの接続をまだ作成していない場合は、[GitHub への接続] を選択します。ス
テップ 2 に進みます。GitHub への接続を作成します。

• [接続] でプロバイダへの接続を既に作成している場合は、その接続を選択します。ステップ 3 に進
みます。接続のソースアクションを保存します。

ステップ 2: GitHub への接続を作成する
接続の作成を選択した後、[Connect to GitHub] ページが表示されます。

GitHub への接続を作成するには

1. [GitHub connection settings] で、[Connection name] に接続名が表示されます。

[GitHub Apps] で、アプリケーションのインストールを選択するか、[Install a new app] (新しいアプリ
ケーションをインストールする) を選択してアプリケーションを作成します。

Note

特定のプロバイダーへのすべての接続に対してアプリを 1 つインストールします。GitHub ア
プリをすでにをインストールしている場合は、これを選択してこのステップをスキップして
ください。

2. GitHub の認証ページが表示されたら、認証情報を使用してログインし、続行を選択します。
3. アプリのインストールページで、AWS CodeStar アプリが GitHub アカウントに接続しようとしてい

ることを示すメッセージが表示されます。

Note

アプリは、GitHub アカウントごとに 1 回だけインストールします。　　 アプリをインス
トール済みである場合は、Configure (設定) をクリックしてアプリのインストールの変更ペー
ジに進むか、戻るボタンでコンソールに戻ることができます。

4. リポジトリの [AWS CodeStar] をインストールする というページで、インストール を選択します。
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ステップ 3: GitHub のソースアクションを保存する

5. [Connect to GitHub] ページで、新規インストールの接続 ID が GitHub Apps に表示されます。
[Connect] を選択します。

ステップ 3: GitHub のソースアクションを保存する
[アクションを編集] というページで更新を実行し、新しいソースアクションを保存します。

GitHub のソースアクションを保存するには

1. [リポジトリ] で、サードパーティーのリポジトリの名前を入力します。[ブランチ] で、パイプライン
でソースの変更を検出するブランチを入力します。

Note

[Repository] で、例に示すように owner-name/repository-name を入力します。

my-account/my-repository

2. [Output artifact format (出力アーティファクトのフォーマット)] で、アーティファクトのフォーマット
を選択します。

• デフォルトのメソッドを使用して GitHub アクションからの出力アーティファクトを保存するに
は、CodePipeline default を選択します。アクションは、Bitbucket リポジトリからファイルにアク
セスし、パイプラインアーティファクトストアの ZIP ファイルにアーティファクトを保存します。

• リポジトリへの URL 参照を含む JSON ファイルを保存して、ダウンストリームのアクションで Git 
コマンドを直接実行できるようにするには、[Full clone (フルクローン)] を選択します。このオプ
ションは、CodeBuild ダウンストリームアクションでのみ使用できます。

このオプションを選択した場合は、Bitbucket GitHub、 CodeBuild GitClone GitHub またはエンター
プライズサーバーへの接続権限の追加 (p. 410) で示されるように CodeBuild プロジェクトサービス
ロールの権限を更新する必要があります。フルクローン オプションの使い方を紹介したチュートリ
アルは、チュートリアル: GitHub パイプラインソースでフルクローンを使用する (p. 140) をご覧く
ださい。

3. 出力アーティファクト　の場合、SourceArtifact のようにこのアクションの出力アーティファク
トの名前を保持できます。[Done] を選択して、[アクションを編集] ページを閉じます。

4. [Done] を選択して、ステージの編集ページを閉じます。[Save] を選択して、パイプラインの編集ペー
ジを閉じます。
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のクォータAWSCodePipeline
CodePipelineには、AWSAWSアカウントが各リージョンで持つことができるパイプライン、ステージ、ア
クション、およびWebhookの数に関するクォータがあります。以下のクォータは、リージョンごとに適用
され、引き上げをリクエストできます。引き上げをリクエストするには、サポートセンターコンソールを
使用してください。

クォータの引き上げリクエストの処理には、最大 2 週間かかる場合があります。

リソース デフォルト

アクションがタイムアウトするまでの時間 AWS CloudFormation デプロイアクション: 3 
日間

CodeBuild ビルドアクションおよびテストアク
ション: 8 時間

CodeDeploy および CodeDeploy ECS (blue/
green) デプロイアクション: 5 日間

AWS Lambda の呼び出しアクション: 10 分

Note

アクションの実行中は、CodePipeline 
は定期的に Lambda に連絡してステー
タスを確認します。Lambda 関数は、
アクションの実行が成功、失敗、ま
たは進行中のいずれかのステータス
で応答します。Lambda 関数が 20 分
経っても応答がない場合、アクショ
ンはタイムアウトします。24 時間
後、Lambda 関数がアクションの実
行がまだ進行中であると応答した場
合、24CodePipeline 時間タイマーを
再起動して再試行します。24 時間
後、LambdaCodePipeline 呼び出しア
クションの状態を失敗に設定します。
Lambda には、CodePipeline アク
ションのタイムアウトとは関係なく 
Lambda 関数に対して個別のタイムア
ウトがあります。

Amazon S3 デプロイアクション:90 分

Note

大きな ZIP ファイルのデプロイ中に 
S3 へのアップロードがタイムアウト
すると、アクションはタイムアウト
エラーで失敗します。ZIP ファイルを
小さなファイルに分割してみてくださ
い。

ステップ機能 がアクションを呼び出します:7 
日
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リソース デフォルト
カスタムアクション:24 時間

他のすべてのアクション: 1 時間

Note

Amazon ECS デプロイアクションのタ
イムアウトは最大 1 時間 (デフォルト
のタイムアウト) まで設定できます。

AWS アカウントのリージョンあたりの全パイプライ
ンの最大数

1,000

Note

ポーリングまたはイベントベースの変
更検出用に設定されたパイプライン
は、このクォータにカウントされま
す。

AWS リージョンごとのソース変更のポーリングに設
定するパイプラインの最大数

300

Note

このクォータは固定されており、変更
できません。ポーリングパイプライン
の制限に達しても、まだイベントベー
スの変更検出を使用する追加のパイプ
ラインを構成できます。詳細について
は、「 ソースアクションと変更検出方
法 (p. 161)」を参照してください。1

AWS アカウントのリージョンあたりのウェブフック
の最大数

300

AWS アカウントのリージョンあたりのカスタムアク
ションの数

50

1ソースプロバイダーに基づき、次の手順に従って、イベントベースの変更検出を使用するようにポーリ
ングパイプラインを更新します。

• CodeCommit ソースアクションを更新する方法については、「ポーリングパイプライン (CodeCommit
または Amazon S3 ソース) を転送 (コンソール) (p. 259)」を参照してください。

• Amazon S3 のソースアクションを更新するには、ポーリングパイプライン (CodeCommitまたは 
Amazon S3 ソース) を転送 (コンソール) (p. 259) を参照してください。

• GitHub ソースアクションを更新する方法については、「ポーリングパイプラインを Webhook (GitHub
バージョン 1 ソースアクション) に移行する (console) (p. 299)」を参照してください。

次の AWS CodePipeline のクォータは、リージョンの可用性、命名制約、および許容されるアーティファ
クトサイズに適用されます。これらのクォータは固定されており、変更できません。

構造的要件については、「CodePipeline パイプライン構造リファレンス (p. 469)」を参照してください。

パイプラインを作成できる AWS のリージョン 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)
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米国西部 (オレゴン)

カナダ (中部)

欧州 (フランクフルト)

ヨーロッパ (アイルランド)

欧州 (ロンドン)

ヨーロッパ (ミラノ)*

欧州 (パリ)

欧州 (ストックホルム)

アジアパシフィック (香港)*

アジアパシフィック (ムンバイ)

アジアパシフィック (東京)

アジアパシフィック (ソウル)

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)

南米 (サンパウロ)

AWSGovCloud(米国西部)

アクション名に使用できる文字 アクション名は 100 文字を超えることはできませ
ん。使用できる文字は次のとおりです。

小文字 (a～z)。

大文字 (A～Z)。

0～9 の数字｡

特殊文字の . (ピリオド)、@ (アットマーク)、- (マ
イナス記号)、および _ (下線)。

スペースなどの他の文字は使用できません。

アクションの種類で使用される文字 アクションの種類名は 25 文字を超えることはでき
ません。使用できる文字は次のとおりです。

小文字 (a～z)。

大文字 (A～Z)。

数値 (0～9)。

特殊文字の . (ピリオド)、@ (アットマーク)、- (マ
イナス記号)、_ (下線)。

スペースなどの他の文字は使用できません。
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アーティファクト名に使用できる文字 アーティクラフト名は 100 文字を超えることはで
きません。使用できる文字は次のとおりです。

小文字 (a～z)。

大文字 (A～Z)。

0～9 の数字｡

特殊文字の - (マイナス記号)、および _(下線)

スペースなどの他の文字は使用できません。

パートナーのアクション名に使用できる文字 パートナーのアクション名は、CodePipeline の
他のアクション名と同じ命名規則と制限に従う必
要があります。具体的には、100 文字を超えるこ
とはできません。使用できる文字は次のとおりで
す。

小文字 (a～z)。

大文字 (A～Z)。

数値 (0～9)。

特殊文字の . (ピリオド)、@ (アットマーク)、- (マ
イナス記号)、_ (下線)。

スペースなどの他の文字は使用できません。

パイプライン名に使用できる文字 パイプライン名は 100 文字を超えることはできま
せん。使用できる文字は次のとおりです。

小文字 (a～z)。

大文字 (A～Z)。

数値 (0～9)。

特殊文字の . (ピリオド)、@ (アットマーク)、- (マ
イナス記号)、_ (下線)。

スペースなどの他の文字は使用できません。

ステージ名に使用できる文字 ステージ名は 100 文字を超えることはできませ
ん。使用できる文字は次のとおりです。

小文字 (a～z)。

大文字 (A～Z)。

数値 (0～9)。

特殊文字の . (ピリオド)、@ (アットマーク)、- (マ
イナス記号)、_ (下線)。

スペースなどの他の文字は使用できません。

マニュアル承認アクションがタイムアウトするま
での時間

7 日間
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アクション設定キーの最大長 (た
とえば、CodeBuild 設定キーは
ProjectName、PrimarySource、および
EnvironmentVariables です)

50 文字

アクション設定値の最大長 (たとえ
ば、CodeCommit アクション設定の
RepositoryName 設定の値は 1000 文字未満にす
る必要があります。

"RepositoryName": "my-repo-name-less-
than-1000-characters")

1000 文字

パイプラインあたりのアクションの最大数 500

Amazon S3 オブジェクトの最大ファイル数 100,000

パイプラインの実行履歴情報を保持できる最大の
月数

12

ステージで同時に実行されるアクションの最大数 50

ステージで実行されるシーケンシャルアクション
の最大数

50

ソースステージのアーティファクトの最大サイズ Amazon S3 バケットに保存されるアーティファク
ト:7 GB

CodeCommitGitHubリポジトリに保存されるアー
ティファクト:1 GB

例外: AWS Elastic Beanstalk を使用してアプリ
ケーションをデプロイする場合、アーティファク
トの最大サイズは常に 512 MB です。

例外: AWS CloudFormation を使用してアプリケー
ションをデプロイする場合、アーティファクトの
最大サイズは常に 256 MB です。

例外: CodeDeployToECS アクションを使用して
アプリケーションをデプロイする場合、アーティ
ファクトの最大サイズは常に 3 MB です。

Amazon ECS コンテナとイメージをデプロイする
パイプライン中で使用されるイメージ定義 JSON 
ファイルの最大サイズ

100 KB

AWS CloudFormation アクションの入力アーティ
ファクトの最大サイズ

256 MB

CodeDeployToECS アクションの入力アーティ
ファクトの最大サイズ

3 MB
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ParameterOverrides プロパティに保存できる 
JSON オブジェクトの最大サイズ

AWS CloudFormation をプロバイダーとする 
CodePipeline デプロイアクションでは、AWS 
CloudFormation テンプレート設定ファイルの値
を指定する JSON オブジェクトを保存するため
に ParameterOverrides プロパティを使用しま
す。ParameterOverrides プロパティに保存す
ることができる JSON オブジェクトのサイズは、
最大 1 キロバイトに制限されています。

ステージで実行されるアクションの数 最小 1、最大 50

各アクションで許可されるアーティファクトの数 各アクションで許可される入力および出力アー
ティファクトの数については、「各アクションタ
イプの入出力アーティファクトの数 (p. 478)」を参
照してください。

パイプラインのステージの数 最小 2、最大 50

パイプラインのタグ タグでは、大文字と小文字が区別されます。リ
ソースあたり最大 50。

パイプラインのタグキー名 任意の組み合わせで使用できる文字は、Unicode 
文字、数字、スペース、および許可されている 
UTF-8 文字 (1～128 文字) です。使用できる文字
は、+ - = . _ : / @ です。

タグキー名は一意である必要があり、各キーに使
用できる値は 1 つのみです。タグは以下のように
はできません。

• 先頭が aws:
• 空白文字のみで構成されている
• 末尾にスペースを使用する
• 絵文字、または以下の文字を含める: ? ^ * [ \ ~ ! # 

$ % & * ( ) > < | " '

パイプラインのタグ値 任意の組み合わせで使用できる文字は、Unicode 
文字、数字、スペース、および許可されている 
UTF-8 文字 (1～256 文字) です。使用できる文字
は、+ - = . _ : / @ です。

使用できるキーの値は 1 つのみですが、多数の
キー値と同じ値を含めることができます。タグは
以下のようにはできません。

• 先頭が aws:
• 空白文字のみで構成されている
• 末尾にスペースを使用する
• 絵文字、または以下の文字を含める: ? ^ * [ \ ~ ! # 

$ % & * ( ) > < | " '
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名前の一意性 単一の AWS のアカウント内で、AWS のリージョ
ン内に作成するパイプラインごとに一意の名前が
必要です。パイプラインの名前は、別の AWS リー
ジョンで再利用できます。

ステージ名は、パイプライン内で一意である必要
があります。

アクション名は、ステージ内で一意である必要が
あります。

可変クォータ 特定のアクションに対して結合されたすべての出
力変数には、122880 バイトという最大サイズ制限
があります。

特定のアクションの解決済みアクション設定の合
計には、100 KB という最大サイズ制限がありま
す。

出力変数名では、大文字と小文字が区別されま
す。

名前空間では、大文字と小文字が区別されます。

使用できる文字は次のとおりです。

• 小文字 (a～z)。
• 大文字 (A～Z)。
• 数値 (0～9)。
• 特殊文字の ^ (キャレット)、@ (アットマー

ク)、- (マイナス記号)、_ (下線)、[ (左角カッ
コ)、] (右角カッコ)、* (アスタリスク)、$ (ドル
記号)。

スペースなどの他の文字は使用できません。

*使用する前に、このリージョンを有効にする必要があります。
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付録 A:GitHub バージョン 1 のソース
アクション

この付録では、GitHubのアクションのバージョン 1 について説明しますCodePipeline。

Note

GitHubバージョン 1 アクションの使用はお勧めしませんが、GitHubバージョン 1 アクションを持
つ既存のパイプラインは何の影響なく引き続き動作します。GitHubバージョン 1 アクションを持
つパイプラインの場合、OAuthCodePipelineGitHub ベースのトークンを使用してリポジトリに接
続します。対照的に、GitHubアクション (バージョン 2)AWSGitHub は接続リソースを使用してリ
ソースをリポジトリへに関連付けます。接続リソースは、アプリベースのトークンを使用して接
続します。GitHub接続を使用する推奨アクションにパイプラインを更新する方法の詳細について
はを参照してくださいGitHub バージョン 1 のソースアクションを GitHub バージョン 2 のソース
アクションに更新する (p. 583)。アプリベースのアクセスとは対照的な OAuthGitHubGitHub ベー
スのアクセスの詳細については、「」を参照してくださいhttps://docs.github.com/en/developers/ 
apps/differences-between-github-apps-and-oauth-apps。

と統合するにはGitHub、パイプライン用のGitHub OAuthCodePipeline アプリケーションを使用しま
す。CodePipelineウェブフックを使用して、GitHubバージョン 1 のソースアクションでパイプラインの変
更検出を管理するためにウェブフックを使用します。

Note

GitHubでバージョン 2 のソースアクションを設定する場合AWS CloudFormation、GitHubトー
クン情報を含めたり、ウェブフックリソースを追加することはありません。接続リソース
は、AWS::CodeStarConnections::ConnectionAWS CloudFormationユーザーガイドに示されてい
るように構成します。

このリファレンスには、GitHubバージョン 1 のアクションに関する次のセクションが含まれています。

• GitHubパイプラインにバージョン 1 のソースアクションとウェブフックを追加する方法については、
「」を参照してくださいGitHubバージョン 1 のソースアクションを追加する (p. 594)。

• GitHubバージョン 1 のソースアクションの設定パラメータと YAML/JSON スニペットの例については、
「」を参照してくださいGitHubバージョン 1 のソースアクション構造のリファレンス (p. 594)。

• GitHubバージョン 1 のソースアクションの Webhook を管理する方法については、「」を参照して
くださいウェブフックを使用してパイプラインを開始する (GitHubバージョン 1 のソースアクショ
ン) (p. 599)。GitHubバージョン 1 のソースアクションは、ソース変更の検出にウェブフックを使用し
てパイプラインをトリガーします。この付録では、GitHubバージョン 1 のソースアクションウェブフッ
クを次のように管理するための詳細を提供します。
• ウェブフックの作成と管理
• CLI と AWS CloudFormation パイプラインでウェブフックを管理する。
• GitHubパイプラインをポーリングからウェブフックに移行する

• GitHubバージョン 1 のソースアクションの OAuth アプリまたは個人アクセストークンを管理する
方法については「」を参照してください認証を設定する (GitHubバージョン 1 のソースアクショ
ン) (p. 610)。GitHubGitHubバージョン 1 のソースアクションは、CodePipelineリポジトリ間の認証に 
OAuth ベースのアプリを使用します。この付録では、OAuth アプリの管理に関する詳細を以下に示しま
す。
• OAuth アプリの管理
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GitHubバージョン 1 のソースアクションを追加する

• パーソナルアクセストークンの管理
• CLI あるいは AWS CloudFormation でトークンを管理する

• GitHubGitHubバージョン 1 のソースアクションとウェブフックを使用してパイプライン用のリソース
スタックを作成するAWS CloudFormationテンプレートのサンプルは、を参照してくださいチュートリ
アル:AWS CloudFormation(GitHubバージョン 1 のソースアクション) を使用してパイプラインを作成す
る。 (p. 614)。

• GitHubバージョン 1 のソースアクションに関連するトラブルシューティング手順については、「」を参
照してくださいトラブルシューティング (GitHubバージョン 1) ソースアクション (p. 615)。

トピック
• GitHubバージョン 1 のソースアクションを追加する (p. 594)
• GitHubバージョン 1 のソースアクション構造のリファレンス (p. 594)
• ウェブフックを使用してパイプラインを開始する (GitHubバージョン 1 のソースアクション) (p. 599)
• 認証を設定する (GitHubバージョン 1 のソースアクション) (p. 610)
• チュートリアル:AWS CloudFormation(GitHubバージョン 1 のソースアクション) を使用してパイプラ

インを作成する。 (p. 614)
• トラブルシューティング (GitHubバージョン 1) ソースアクション (p. 615)

GitHubバージョン 1 のソースアクションを追加す
る

GitHubバージョン 1CodePipeline のソースアクションを、次のように追加します。

• CodePipelineコンソールの [パイプライン作成] ウィザード (パイプラインを作成する (コンソー
ル) (p. 214)) または [アクションの編集] GitHubページを使用してプロバイダーオプションを選択しま
す。コンソールは、ソースが変更されたときにパイプラインを開始するウェブフックを作成します。

• CLI を使用して、GitHub アクションのアクション設定を追加し、次のようにリソースを追加作成しま
す。
• GitHub でのアクション設定の例を GitHubバージョン 1 のソースアクション構造のリファレン

ス (p. 594) で使用し、パイプラインを作成する (CLI) (p. 221) で表示されるようなアクションを作成
します。

• 定期的にチェックを無効にし、変更検出を手動で作成します。これは、変更検出方法によりソース
をポーリングすることでパイプラインが開始されるためです。GitHubソース用の Web フックの作
成 (p. 599) か GitHubソース (AWS CloudFormationテンプレート) のウェブフックの作成  (p. 606)
のいずれかの方法を使用します。

GitHubバージョン 1 のソースアクション構造のリ
ファレンス

Note

GitHubバージョン 1 アクションの使用はお勧めしませんが、GitHubバージョン 1 アクションを持
つ既存のパイプラインは何の影響なく引き続き動作します。GitHubGitHubバージョン 1 のソース
アクションを持つパイプラインの場合、OAuthCodePipelineGitHub ベースのトークンを使用して
リポジトリに接続します。対照的に、GitHub新しいアクション (バージョン 2)AWSGitHub は接続
リソースを使用してリソースをリポジトリへに関連付けます。接続リソースは、アプリベースの
トークンを使用して接続します。GitHub接続を使用する推奨アクションにパイプラインを更新す
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アクションタイプ

る方法の詳細についてはを参照してくださいGitHub バージョン 1 のソースアクションを GitHub 
バージョン 2 のソースアクションに更新する (p. 583)。

設定された GitHub リポジトリとブランチで新しいコミットが行われたときに、パイプラインをトリガー
します。

と統合するにはGitHub、パイプラインの OAuthCodePipeline アプリケーションまたは個人用アクセストー
クンを使用します。コンソールを使用してパイプラインを作成または編集する場合、CodePipelineGitHub
リポジトリに変更が生じた場合にパイプラインを起動するウェブフックを作成します。

GitHubアクションを使用してパイプラインを接続する前に、GitHubアカウントとリポジトリを作成してお
く必要があります。

アクセス許可をリポジトリに制限する場合はCodePipeline、GitHubアカウントを作成し、CodePipeline統
合するリポジトリのみにアカウントのアクセス許可を付与します。CodePipelineGitHubパイプラインの
ソースステージにリポジトリを使用するように設定する際は、そのアカウントを使用します。

詳細については、GitHub Web GitHubサイトの開発者向けドキュメントを参照してください。

トピック
• アクションタイプ (p. 595)
• 設定パラメータ  (p. 595)
• 入力アーティファクト (p. 596)
• 出力アーティファクト (p. 596)
• 出力変数 (p. 597)
• アクションの宣言 (GitHub の例) (p. 597)
• GitHub(OAuth) に接続中 (p. 598)
• 以下も参照してください。 (p. 599)

アクションタイプ
• カテゴリ:Source
• 所有者: ThirdParty
• プロバイダー: GitHub
• バージョン: 1

設定パラメータ
所有者

必須: はい

GitHubGitHubリポジトリを所有するユーザーまたは組織の名前。
Repo

必須: はい

ソースの変更が検出されるリポジトリの名前。
ブランチ

必須: はい

ソースの変更が検出されるブランチの名前。
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入力アーティファクト

OAuthToken

必須: はい

GitHubCodePipelineGitHubリポジトリで操作を実行できるようにする認証トークンを表します。エン
トリは、常に 4 つのアスタリスクでマスクされた状態で表示されます。これは、次のいずれかの値を
表します。
• コンソールを使用してパイプラインを作成すると、OAuthCodePipelineGitHub トークンを使用して

接続を登録します。
• を使用してパイプラインを作成する場合、GitHubこのフィールドに個人アクセストークンを渡すこ

とができます。AWS CLIアスタリスク (****)GitHub をからコピーした個人アクセストークンに置き
換えます。get-pipeline を実行してアクション設定を表示すると、この値の 4 つのアスタリスク
マスクが表示されます。

• AWS CloudFormation テンプレートを使用してパイプラインを作成する場合、最初にトークン
をシークレットとして AWS Secrets Manager に保存する必要があります。このフィールドの値
は、{{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}} など Secrets 
Manager に保存されたシークレットへの動的リファレンスとして含めます。

GitHubスコープの詳細については、GitHubウェブサイトのGitHub Developer API リファレンスをご覧
ください。

PollForSourceChanges

必須: いいえ

PollForSourceChanges は、CodePipeline がソースの変更に対して GitHub リポジトリをポーリン
グするかどうかを制御します。この方法の代わりに、ウェブフックを使用してソースの変更を検出す
ることをお勧めします。ウェブフックの設定に関する詳細は、「ポーリングパイプラインを Webhook 
(GitHubバージョン 1 ソースアクション) に移行する (CLI) (p. 299)」または「プッシュイベント用に
パイプラインを更新する (GitHubバージョン 1 ソースアクション) (AWS CloudFormationテンプレー
ト) (p. 302)」を参照してください。

Important

ウェブフックを設定する場合、パイプライン実行の重複を避けるた
め、PollForSourceChanges を false に設定します。

このパラメータの有効な値:
• True: 設定されている場合、CodePipeline は、ソースの変更についてポーリングします。

Note

PollForSourceChanges を省略すると、CodePipeline は、ソースの変更についてデフォ
ルトでポーリングします。この動作は、PollForSourceChanges が true に設定されて
いる場合と同じです。

• False: 設定されている場合、CodePipeline は、ソースの変更についてリポジトリをポーリングし
ません。ソースの変更を検出するようにウェブフックを構成する場合は、この設定を使用します。

入力アーティファクト
• アーティファクトの数:0
• 説明: 入力アーティファクトは、このアクションタイプには適用されません。

出力アーティファクト
• アーティファクトの数:1
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出力変数

• 説明: このアクションの出力アーティファクトは、パイプライン実行のソースリビジョンとして指定さ
れたコミットで設定されたリポジトリとブランチの内容を含む ZIP ファイルです。リポジトリから生成
されたアーティファクトは、GitHub アクションの出力アーティファクトです。ソースコードのコミット 
ID は、トリガーされたパイプライン実行のソースリビジョンとして CodePipeline で表示されます。

出力変数
このアクションを設定すると、パイプライン内のダウンストリームアクションのアクション設定によって
参照できる変数が生成されます。このアクションは、アクションに名前空間がない場合でも、出力変数と
して表示できる変数を生成します。名前空間を使用してアクションを設定し、これらの変数をダウンスト
リームアクションの設定で使用できるようにします。

CodePipeline の変数の詳細については、「可変 (p. 573)」を参照してください。

CommitId

パイプライン実行をトリガーした GitHub コミット ID。コミット ID は、コミットの完全な SHA で
す。

CommitMessage

パイプライン実行をトリガーしたコミットに関連付けられた説明メッセージ (存在する場合)。
CommitUrl

パイプラインをトリガーしたコミットの URL アドレス。
RepositoryName

パイプラインをトリガーしたコミットが行われた GitHub リポジトリの名前。
BranchName

ソースが変更された GitHub リポジトリのブランチの名前。
AuthorDate

コミットが認証された日付 (タイムスタンプ形式)。

Git での著者とコミッターの違いに関する詳細については、Scott Chacon と Ben Straub による Pro 
Git の「コミット履歴の表示」を参照してください。

CommitterDate

コミットがコミットされた日付 (タイムスタンプ形式)。

Git での著者とコミッターの違いに関する詳細については、Scott Chacon と Ben Straub による Pro 
Git の「コミット履歴の表示」を参照してください。

アクションの宣言 (GitHub の例)
YAML

Name: Source
Actions: 
  - InputArtifacts: [] 
    ActionTypeId: 
      Version: '1' 
      Owner: ThirdParty 
      Category: Source 
      Provider: GitHub 
    OutputArtifacts: 
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      - Name: SourceArtifact 
    RunOrder: 1 
    Configuration: 
      Owner: MyGitHubAccountName 
      Repo: MyGitHubRepositoryName 
      PollForSourceChanges: 'false' 
      Branch: main 
      OAuthToken: '{{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}' 
    Name: ApplicationSource

JSON

{ 
    "Name": "Source", 
    "Actions": [ 
        { 
            "InputArtifacts": [], 
            "ActionTypeId": { 
                "Version": "1", 
                "Owner": "ThirdParty", 
                "Category": "Source", 
                "Provider": "GitHub" 
            }, 
            "OutputArtifacts": [ 
                { 
                    "Name": "SourceArtifact" 
                } 
            ], 
            "RunOrder": 1, 
            "Configuration": { 
                "Owner": "MyGitHubAccountName", 
                "Repo": "MyGitHubRepositoryName", 
                "PollForSourceChanges": "false", 
                "Branch": "main", 
                "OAuthToken": 
 "{{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}" 
            }, 
            "Name": "ApplicationSource" 
        } 
    ]
},

GitHub(OAuth) に接続中
GitHubコンソールを使用してリポジトリをパイプラインに追加するリポジトリは、CodePipelineリポジト
リへのアクセスを承認するように要求されます。GitHubトークンには以下のスコープが必要です。

• repo スコープ。これは、パブリックおよびプライベートリポジトリからパイプラインにアーティファ
クトを読み込んでプルする完全制御に使用されます。

• admin:repo_hook スコープ。これは、リポジトリフックの完全制御に使用されます。

CLIAWS CloudFormation またはテンプレートを使用する場合は、すでに作成した個人アクセストークンの
値を指定する必要がありますGitHub。

パイプラインの CodePipeline OAuth アプリケーションを表示するには、「認定された OAuth アプリを表
示する (p. 610)」を参照してください。

GitHub個人アクセストークンを作成および管理するには、を参照してください個人アクセストークン 
(GitHubおよび CLI) を使用するようにパイプラインを設定する (p. 610)。

API バージョン 2015-07-09
598



AWS CodePipeline ユーザーガイド
以下も参照してください。

以下も参照してください。
このアクションを利用する際に役立つ関連リソースは以下の通りです。

• AWS CloudFormationUser Guide AWS::Code Pipeline: Webhook のリソースリファレンス-これには
フィールド定義、例、およびにあるリソースに対するスニペットが含まれますAWS CloudFormation。

• AWS CloudFormationUser Guide AWS::Code Star のリソースリファレンス::GitHubRepository — これに
は、にあるリソースのフィールド定義、例、スニペットが含まれますAWS CloudFormation。

• チュートリアル:を使用して Android アプリケーションを構築およびテストするパイプラインを作成し
ます。AWS Device Farm (p. 72)-このチュートリアルでは、GitHubソースを使用してパイプラインを作
成するためのビルド仕様ファイルとサンプルアプリケーションを提供します。CodeBuild および AWS 
Device Farm を使用して Android アプリ を構築し、テストします。

ウェブフックを使用してパイプラインを開始する 
(GitHubバージョン 1 のソースアクション)

ウェブフックは、GitHubリポジトリなどの別のツール内のイベントを検出し、それらの外部イベントをパ
イプラインに接続する HTTP 通知です。

GitHubCodePipelineコンソールを使用してソースを持つパイプラインを作成・編集すると、ウェブフック
を作成します。CodePipelineパイプラインを削除すると、ウェブフックを削除します。で管理する必要は
ありませんGitHub。AWS CLIAWS CloudFormationGitHubまたはを使用してソースを持つパイプラインを
作成または編集する場合は、これらのセクションの情報を使用して Webhook を自分で管理する必要があ
ります。

トピック
• GitHubソース用の Web フックの作成 (p. 599)
• アカウント内のウェブフックを一覧表示する (p. 602)
• GitHubソースのウェブフックを編集する (p. 603)
• GitHubソースのウェブフックを削除する (p. 604)
• CodePipeline でウェブフックにタグ付けする (p. 604)
• GitHubソース (AWS CloudFormationテンプレート) のウェブフックの作成  (p. 606)

GitHubソース用の Web フックの作成

AWS CLIを使用して手動で Web フックを作成したら、その Web フックをに登録する必要があります
GitHub。指定された AWS エンドポイントがウェブフックに使用され、put-webhook コマンドから提供さ
れます。

Important

コンソールを使用してパイプラインを作成または編集する場合は、ウェブフックが自動的に作成
されます。

AWS CLI を使用してウェブフックを作成するには、put-webhook コマンドを呼び出し、以下を指定しま
す。

• ウェブフックを一意に識別する名前。この名前は、パイプラインのアカウントのリージョンで一意であ
る必要があります。

• GitHub認証に使用する JSON ファイル内のシークレット。
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GitHubウェブフックリクエストを行う際に使用され、はウェブフックリクエストを行う際に使用され、
これはウェブフックリクエストが、CodePipelineCodePipeline本物であることを検証する事ができま
すGitHub。このフィールドには、ランダムに生成された長いシークレット値を指定することをお勧め
します。CodePipelineRegisterWebhookWithThirdPartyAPI が呼び出されると、GitHubGitHub
ウェブフックのシークレットはウェブフックの作成APIを介して渡されます。詳細については、https://
developer.github.com/v3/repos/hooks/ # を参照してくださいcreate-hook-config-params。

GitHubOAuth またはパーソナルトークンはウェブフックシークレットとして使用すべきではありませ
ん。

ウェブフックを作成して登録するには

Note

CLI または AWS CloudFormation を使用してパイプラインを作成して ウェブフックを追加する場
合は、定期的なチェックを無効にする必要があります。定期的なチェックを無効にするには、以
下の最終的な手順に詳述するとおり、PollForSourceChanges パラメータを明示的に追加して 
false に設定する必要があります。そうしないと、CLI または AWS CloudFormation パイプライン
の既定により、PollForSourceChanges はデフォルトで true となり、パイプライン構造の出力
に表示されません。PollForSourceChangesデフォルトの詳細については、「」を参照してくださ
い PollForSourceChanges パラメータのデフォルト設定 (p. 479)。

1. テキストエディタで、作成するウェブフックの JSON ファイルを作成して保存します。「my-
webhook」という名前のウェブフックには、このサンプルを使用します。

{ 
    "webhook": { 
        "name": "my-webhook", 
  "targetPipeline": "pipeline_name", 
  "targetAction": "source_action_name", 
  "filters": [{ 
      "jsonPath": "$.ref", 
      "matchEquals": "refs/heads/{Branch}" 
  }], 
  "authentication": "GITHUB_HMAC", 
  "authenticationConfiguration": { 
      "SecretToken": "secret" 
  } 
    }
}

2. put-webhook コマンドを呼び出し、--cli-input および --region パラメータを含めます。

次のサンプルコマンドは、webhook_json JSON ファイルで ウェブフックを作成します。

aws codepipeline put-webhook --cli-input-json file://webhook_json.json --region "eu-
central-1"

3. この例に示す出力では、my-webhook という名前のウェブフックに対して URL と ARN が返されま
す。

{ 
    "webhook": { 
        "url": "https://webhooks.domain.com/trigger111111111EXAMPLE11111111111111111", 
        "definition": { 
            "authenticationConfiguration": { 
                "SecretToken": "secret" 
            }, 
            "name": "my-webhook", 
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            "authentication": "GITHUB_HMAC", 
            "targetPipeline": "pipeline_name", 
            "targetAction": "Source", 
            "filters": [ 
                { 
                    "jsonPath": "$.ref", 
                    "matchEquals": "refs/heads/{Branch}" 
                } 
            ] 
        }, 
        "arn": "arn:aws:codepipeline:eu-central-1:ACCOUNT_ID:webhook:my-webhook" 
    }, 
    "tags": [{ 
      "key": "Project", 
      "value": "ProjectA" 
    }]
}

この例では、ウェブフックにProjectタグキーとProjectA値を含めることで、ウェブフックにタグ
付けを追加します。CodePipeline におけるリソースのタグ付けの詳細については、「リソースのタグ
付け (p. 157)」を参照してください。

4. register-webhook-with-third-party コマンドを呼び出し、--webhook-name パラメータを含めます。

次のサンプルコマンドは、「my-webhook」という名前のウェブフックを登録します。

aws codepipeline register-webhook-with-third-party --webhook-name my-webhook

ウェブフックを使用するようにパイプラインを更新する場合は、次の手順を使用して定期的なチェックを
無効にする必要があります。

PollForSourceChangesパイプラインのパラメータを編集するには
Important

このメソッドを使用してパイプラインを作成すると、PollForSourceChanges パラメータはデ
フォルトで true になります (ただし、明示的に false に設定した場合は除きます)。イベントベー
スの変更検出を追加する場合は、このパラメータを出力に追加する必要があります。ポーリング
を無効にするには、このパラメータを false に設定します。そうしないと、1 つのソース変更に対
してパイプラインが 2 回起動されます。詳細については、「 PollForSourceChanges パラメータ
のデフォルト設定 (p. 479)」を参照してください

1. get-pipeline コマンドを実行して、パイプライン構造を JSON ファイルにコピーします。例え
ば、MyFirstPipeline という名前のパイプラインの場合は、以下のコマンドを入力します。

aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json

このコマンドは何も返しませんが、作成したファイルは、コマンドを実行したディレクトリにありま
す。

2. 任意のプレーンテキストエディタで JSON ファイルを開き、以下に示しているよう
に、PollForSourceChanges パラメータを変更または追加してソースステージを編集します。この
例では、UserGitHubRepo という名前のリポジトリで、パラメータを false に設定します。

なぜこの変更を行うのですか? このパラメータを変更すると、定期的なチェックがオフになるため、
イベントベースの変更検出のみ使用することができます。

"configuration": { 
    "Owner": "name", 
    "Repo": "UserGitHubRepo", 
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    "PollForSourceChanges": "false",
    "Branch": "main", 
    "OAuthToken": "****"
},

3. get-pipeline コマンドを使用して取得されたパイプライン構造を操作している場合、ファイルか
ら metadata 行を削除して JSON ファイルの構造を編集する必要があります。それ以外の場合
は、update-pipeline コマンドで使用することはできません。JSON ファイルのパイプライン構造
から "metadata" セクションを削除します ({ } 行と、"created"、"pipelineARN"、および
"updated" フィールド)。

例えば、構造から以下の行を削除します。

"metadata": { 
    "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name", 
    "created": "date", 
    "updated": "date"
},

ファイルを保存します。
4. 変更を適用するには、以下のように、パイプライン JSON ファイルを指定して、 update-pipeline コマ

ンドを実行します。

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 codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json

このコマンドは、編集したパイプラインの構造全体を返します。

Note

update-pipeline コマンドは、パイプラインを停止します。update-pipeline コマンドを実行し
たときにパイプラインによりリビジョンが実行されている場合、その実行は停止します。更
新されたパイプラインによりそのリビジョンを実行するには、パイプラインを手動で開始す
る必要があります。パイプラインを手動で開始するには start-pipeline-execution コマンドを
使用します。

アカウント内のウェブフックを一覧表示する
AWS CLI を使用して、アカウントのウェブフックを一覧表示できます。

アカウント内のウェブフックを一覧表示する

1. ウェブフックを一覧表示するには、list-webhooks コマンドを呼び出し、--endpoint-url および --
region パラメータを含めます。

次のサンプルコマンドは、「eu-central-1」エンドポイント URL のウェブフックを一覧表示します。

aws codepipeline list-webhooks --endpoint-url "https://codepipeline.eu-
central-1.amazonaws.com" --region "eu-central-1"

2. ウェブフックのリストと各ウェブフック名および ARN が一覧表示されます。

{ 
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    "webhooks": [ 
        { 
            "url": "https://webhooks.domain.com/
trigger111111111EXAMPLE11111111111111111": { 
                "authenticationConfiguration": { 
                    "SecretToken": "Secret" 
                }, 
                "name": "my-webhook", 
                "authentication": "GITHUB_HMAC", 
                "targetPipeline": "my-Pipeline", 
                "targetAction": "Source", 
                "filters": [ 
                    { 
                        "jsonPath": "$.ref", 
                        "matchEquals": "refs/heads/{Branch}" 
                    } 
                ] 
            }, 
            "arn": "arn:aws:codepipeline:eu-central-1:ACCOUNT_ID:webhook:my-webhook" 
        } 
    ]
}

3. でGitHub、リポジトリを選択します。
4. [設定]、[ウェブブック] の順に選択します。

リポジトリのウェブフック情報を表示します。

GitHubソースのウェブフックを編集する
AWS CLI を使用して、リポジトリのウェブフックを編集します。

• GitHubコンソールを使用してパイプラインのソースアクションを編集すると、ウェブフックが自動的に
更新されます (必要に応じて再登録されます)。

• Webhook 名を更新せず、GitHubリポジトリも変更しない場合は、を使用して Webhook を更新できま
す。AWS CLI例 1 を参照してください。

• WebhookGitHub 名またはリポジトリ名を変更する場合は、コンソールでソースアクションを編集する
か、CLI で Webhook を削除して再作成する必要があります。ウェブフックを作成したら、それも登録し
ます。例 2 を参照してください。

例 1: ウェブフックシークレットを更新するには

1. テキストエディタで、更新するウェブフックの JSON ファイルを編集します。この例では、「GitHub
ソース用の Web フックの作成 (p. 599)」でウェブフックの作成に使用したのと同じファイルに変更
を加えます。このサンプルは、「"my-webhook"」という名前のウェブフックを更新します。

{"webhook":  
  {"name": "my-webhook", 
   "targetPipeline": "pipeline_name", 
   "targetAction": "source_action_name", 
   "filters": [ 
    { 
      "jsonPath": "$.ref",  
      "matchEquals": "refs/heads/{Branch}" 
    } 
   ], 
   "authentication": "GITHUB_HMAC", 
   "authenticationConfiguration": {"SecretToken":"new_secret"} 
  }
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}

2. put-webhook コマンドを呼び出し、--cli-input および --region パラメータを含めます。

次のサンプルコマンドは、変更を加えた JSON ファイル「"webhook_json"」でウェブフックを更
新します。

aws codepipeline put-webhook --cli-input-json file://webhook_json.json --region "eu-
central-1"

3. ウェブフックの詳細と新しいシークレットが出力で返ります。

Note

GitHubソースアクションは、コンソールで編集できます。これにより、CodePipeline はウェ
ブフックを管理できます。

例 2: WebhookGitHub 名またはリポジトリを更新するには

1. GitHubソースのウェブフックを削除する (p. 604)の手順に従って、古い WebhookGitHub 名またはリ
ポジトリに関連付けられている既存の Webhook を登録解除して削除します。

2. ウェブフックを再作成するには、GitHubソース用の Web フックの作成 (p. 599) のステップを行いま
す。

Note

GitHubソースアクションは、コンソールで編集できます。これにより、CodePipeline はウェ
ブフックを管理できます。

GitHubソースのウェブフックを削除する
AWS CLI を使用してウェブフックを削除するには

1. ウェブフックを削除する前に、その登録を解除する必要があります。deregister-webhook-with-third-
party コマンドを呼び出し、--webhook-name パラメータを含めます。

次のサンプルコマンドは、「"my-webhook"」という名前のウェブフックの登録を解除します。

aws codepipeline deregister-webhook-with-third-party --webhook-name my-webhook

2. delete-webhook コマンドを呼び出し、--name パラメータを含めます。

次のサンプルコマンドは、「"my-webhook"」という名前のウェブフックを削除します。

aws codepipeline delete-webhook --name my-webhook

CodePipeline でウェブフックにタグ付けする
CodePipeline でウェブフックにタグを付けることができます。タグは、AWS リソースに関連付けられて
いるキーと値のペアです。CodePipeline リソースのタグ付け、ユースケース、タグのキーと値の制約、サ
ポートされているリソースタイプの詳細については、「リソースのタグ付け (p. 157)」を参照してくださ
い。

ウェブフックを作成するときにタグを指定できます。ウェブフックのタグの値を追加、削除、更新するこ
とができます。ウェブフックごとに最大 50 個のタグを追加できます。
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トピック
• 既存のウェブフックにタグを追加する (p. 605)
• ウェブフックのタグを表示する (p. 605)
• ウェブフックのタグを編集する (p. 605)
• ウェブフックからタグを削除する (p. 606)

既存のウェブフックにタグを追加する
AWS CLI を使用してウェブフックにタグを追加するには、以下の手順に従ってください。ウェブフックを
作成したときにそのタグを追加するには、GitHubソース用の Web フックの作成 (p. 599) を参照してくだ
さい。

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

ターミナルまたはコマンドラインで、タグを追加するウェブフックの Amazon リソースネーム (ARN) 
と、追加するタグのキーと値を指定して、tag-resource コマンドを実行します。ウェブフックに複数の
タグを追加できます。たとえば、2 MyWebhookつのタグが付いた名前の Webhook にタグを付けるに
は、Project という名前のタグキーにはタグ値がNewProject、ApplicationNameMyApplicationと
いう名前のタグキーには次のタグ値が付いています。

aws codepipeline tag-resource --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-
west-2:account-id:webhook:MyWebhook --tags key=Project,value=NewProject
 key=ApplicationName,value=MyApplication

成功すると、このコマンドは何も返しません。

ウェブフックのタグを表示する
AWS CLI を使用してウェブフックの AWS タグを表示するには、以下の手順に従ってください。タグが追
加されていない場合、返されるリストは空になります。

ターミナルまたはコマンドラインで、list-tags-for-resource コマンドを実行します。例えば、ARN 
がのウェブフックのタグキーとタグ値の一覧を表示するには、arn:aws:codepipeline:us-
west-2:account-id:webhook:MyWebhook次のように入力します。MyWebhook

aws codepipeline list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-
west-2:account-id:webhook:MyWebhook

成功した場合、このコマンドは次のような情報を返します。

{ 
    "tags": { 
        "Project": "NewProject", 
        "ApplicationName": "MyApplication" 
    }
}

ウェブフックのタグを編集する
AWS CLI を使用してウェブフックのタグを更新するには、次の手順に従います。既存のキーの値を変更し
たり、別のキーを追加できます。次のセクションに示すように、ウェブフックからタグを削除することも
できます。
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ターミナルまたはコマンドラインで、tag-resource コマンドを実行して、タグを更新するウェブフックの 
ARN を指定し、タグキーとタグ値を指定します。

aws codepipeline tag-resource --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-west-2:account-
id:webhook:MyWebhook --tags key=Project,value=UpdatedProject

ウェブフックからタグを削除する
AWS CLI を使用してウェブフックからタグを削除するには、次の手順に従います。関連付けられているリ
ソースからタグを削除すると、そのタグが削除されます。

Note

ウェブフックを削除すると、すべてのタグの関連付けがウェブフックから削除されます。ウェブ
フックを削除する前にタグを削除する必要はありません。

ターミナルまたはコマンドラインで、untag-resource コマンドを実行して、タグを削除するウェブフッ
クの ARN と、削除するタグのタグキーを指定します。例えば、Project という名前のタグキー Project
MyWebhookを持つウェブフックのタグを削除するには、次のようにします。

aws codepipeline untag-resource --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-west-2:account-
id:webhook:MyWebhook --tag-keys Project

成功すると、このコマンドは何も返しません。ウェブフックに関連付けられたタグを確認するには、list-
tags-for-resource コマンドを実行します。

GitHubソース (AWS CloudFormationテンプレート) の
ウェブフックの作成

AWS CloudFormation を使用してウェブフックを作成するには、ここで説明しているようにテンプレート
を更新します。

テンプレートにパラメータを追加してウェブフックを作成するには

AWS Secrets Manager を使用して認証情報を保存することを強くお勧めします。Secrets Manager を使
用する場合は、Secrets Manager でシークレットパラメータをすでに設定して保存しておく必要がありま
す。この例では、GitHubウェブフックの認証情報に Secrets Manager への動的な参照を使用します。詳細
については、「動的な参照を使用してテンプレート値を指定する」を参照してください。

Important

シークレットパラメータを渡すときは、値をテンプレートに直接入力しないでください。値はプ
レーンテキストとしてレンダリングされるため、読み取り可能です。セキュリティ上の理由か
ら、AWS CloudFormation テンプレートでプレーンテキストを使用して認証情報を保存しないで
ください。

CLI または AWS CloudFormation を使用してパイプラインを作成して ウェブフックを追加する場合は、定
期的なチェックを無効にする必要があります。

Note

定期的なチェックを無効にするには、以下の最終的な手順に詳述するとお
り、PollForSourceChanges パラメータを明示的に追加して false に設定する必要が
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あります。そうしないと、CLI または AWS CloudFormation パイプラインの既定によ
り、PollForSourceChanges はデフォルトで true となり、パイプライン構造の出力に表
示されません。PollForSourceChangesデフォルトの詳細については、を参照してください
PollForSourceChanges パラメータのデフォルト設定 (p. 479)。

1. テンプレートの Resources に、パラメータを追加します。

YAML

Parameters: 
        GitHubOwner: 
          Type: String

...

JSON

{ 
 "Parameters": { 
  "BranchName": { 
   "Description": "GitHub branch name", 
   "Type": "String", 
   "Default": "main" 
  }, 
  "GitHubOwner": { 
   "Type": "String" 
  },

...

2. AWS::CodePipeline::Webhook AWS CloudFormation リソースを使用して、ウェブフックを追加
します。

Note

指定した TargetAction は、パイプラインで定義したソースアクションの Name プロパ
ティと一致する必要があります。

RegisterWithThirdPartyがに設定されている場合はtrue、OAuthTokenに関連するユーザが必要
なスコープを設定できることを確認してくださいGitHub。GitHubトークンとウェブフックには以下の
スコープが必要です。

• repo - パブリックおよびプライベートリポジトリからパイプラインにアーティファクトを読み込ん
でプルする完全制御に使用されます。

• admin:repo_hook - リポジトリフックの完全制御に使用されます。

それ以外の場合は 404GitHub を返します。返される 404 の詳細については、「https:// 
help.github.com/articles/about-webhooks」を参照してください

YAML

  AppPipelineWebhook: 
    Type: AWS::CodePipeline::Webhook 
    Properties: 
      Authentication: GITHUB_HMAC 
      AuthenticationConfiguration: 
        SecretToken: {{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}} 
      Filters: 
        -  
          JsonPath: "$.ref" 
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          MatchEquals: refs/heads/{Branch} 
      TargetPipeline: !Ref AppPipeline 
      TargetAction: SourceAction 
      Name: AppPipelineWebhook 
      TargetPipelineVersion: !GetAtt AppPipeline.Version 
      RegisterWithThirdParty: true

...

JSON

"AppPipelineWebhook": { 
    "Type": "AWS::CodePipeline::Webhook", 
    "Properties": { 
        "Authentication": "GITHUB_HMAC", 
        "AuthenticationConfiguration": { 
            "SecretToken": 
 "{{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}" 
        }, 
        "Filters": [{ 
            "JsonPath": "$.ref", 
            "MatchEquals": "refs/heads/{Branch}" 
        }], 
        "TargetPipeline": { 
            "Ref": "AppPipeline" 
        }, 
        "TargetAction": "SourceAction", 
        "Name": "AppPipelineWebhook", 
        "TargetPipelineVersion": { 
            "Fn::GetAtt": [ 
              "AppPipeline", 
              "Version" 
            ] 
        }, 
        "RegisterWithThirdParty": true 
    }
},

...

3. 更新したテンプレートをローカルコンピュータに保存し、AWS CloudFormation コンソールを開きま
す。

4. スタックを選択し、[既存スタックの変更セットの作成] を選択します。
5. テンプレートをアップロードし、AWS CloudFormation に示された変更を表示します。これらがス

タックに加えられる変更です。新しいリソースがリストに表示されています。
6. [実行] を選択します。

PollForSourceChangesパイプラインのパラメータを編集するには
Important

このメソッドを使用してパイプラインを作成すると、PollForSourceChanges パラメータはデ
フォルトで true になります (ただし、明示的に false に設定した場合は除きます)。イベントベー
スの変更検出を追加する場合は、このパラメータを出力に追加する必要があります。ポーリング
を無効にするには、このパラメータを false に設定します。そうしないと、1 つのソース変更に対
してパイプラインが 2 回起動されます。詳細については、「 PollForSourceChanges パラメータ
のデフォルト設定 (p. 479)」を参照してください

• テンプレートで、PollForSourceChanges を false に変更します。パイプライン定義に
PollForSourceChanges が含まれていなかった場合は、追加して false に設定します。
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なぜこの変更を行うのですか? このパラメータを false に変更すると、定期的チェックがオフになる
ため、イベントベースの変更検出のみ使用することができます。

YAML

          Name: Source 
          Actions:  
            -  
              Name: SourceAction 
              ActionTypeId:  
                Category: Source 
                Owner: ThirdParty 
                Version: 1 
                Provider: GitHub 
              OutputArtifacts:  
                - Name: SourceOutput 
              Configuration:  
                Owner: !Ref GitHubOwner 
                Repo: !Ref RepositoryName 
                Branch: !Ref BranchName 
                OAuthToken: 
 {{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}} 
                 PollForSourceChanges: false
              RunOrder: 1

JSON

 { 
    "Name": "Source", 
    "Actions": [{ 
  "Name": "SourceAction", 
  "ActionTypeId": { 
      "Category": "Source", 
      "Owner": "ThirdParty", 
      "Version": 1, 
      "Provider": "GitHub" 
 }, 
 "OutputArtifacts": [{ 
     "Name": "SourceOutput" 
 }], 
 "Configuration": { 
     "Owner": { 
   "Ref": "GitHubOwner" 
     }, 
     "Repo": { 
   "Ref": "RepositoryName" 
     }, 
     "Branch": { 
         "Ref": "BranchName" 
     }, 
     "OAuthToken": "{{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}", 
      PollForSourceChanges: false
 }, 
 "RunOrder": 1 
    }]
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認証を設定する (GitHubバージョン 1 のソースアク
ション)

CodePipelineは、GitHub OAuthGitHub トークンと個人用のアクセストークンを使用してリポジトリにアク
セスし、最新の変更を取得します。で認証を設定するには 2 つの方法がありますGitHub。

• AWS はコンソールを使用してパイプラインを作成または更新際に、デフォルトの AWS マネージド 
OAuth トークンを作成します。

• 独自の顧客生成の個人アクセストークンを作成して管理することができます。CLI、SDK、または AWS 
CloudFormation を使用してパイプラインを作成または更新する場合は、個人アクセストークンが必要で
す。

トピック
• 認定された OAuth アプリを表示する (p. 610)
• 個人アクセストークン (GitHubおよび CLI) を使用するようにパイプラインを設定する (p. 610)
• GitHubCodePipelineとCLI を使用して、GitHub個人用アクセストークンを作成し、定期的にローテー

ションを行います。 (p. 612)

認定された OAuth アプリを表示する
CodePipelineOAuthGitHub トークンを使用してと統合します。GitHubの OAuthCodePipeline トークンのア
クセス許可を追跡します。

認証済みのインテグレーションを確認するにはGitHub

1. でGitHub、プロフィール写真のドロップダウンオプションから [設定] を選択します。
2. [Applications (アプリケーション)] を選択してから、[Authorized OAuth Apps (認証済み OAuth アプリ)] 

を選択します。
3. 認証されたアプリを確認します。

個人アクセストークン (GitHubおよび CLI) を使用する
ようにパイプラインを設定する
接続に個人用アクセストークンを使用するようにパイプラインを設定できますGitHub。スクリプトのパス
ワードの代わりにトークンを使用する利点は、トークンは取り消したりローテーションさせたりできるこ
とです。また、個人用のアクセストークンに特定の権限とアクセス許可を与えることもできます。個人用
のアクセストークンはそれぞれ、アカウントではなく、パイプラインのレベルで関連付けられています。

Note

同じ個人用のアクセストークンを使用している場合は、他のアプリケーションの更新が必要にな
る場合があります。セキュリティのベストプラクティスとして、複数のアプリケーション間で単
一のトークンを共有しないでください。アプリケーションごとに個人用のアクセストークンを 1 
つ作成します。詳細については、GitHubウェブサイトの Creating a personal access token for the 
command line を参照してください。

GitHub個人アクセストークンを作成し、パイプライン構造を新しいトークンで更新するには

1. でGitHub、プロフィール写真のドロップダウンオプションから [設定] を選択します。
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2. [Developer settings] を選択してから [Personal access tokens] を選択します。
3. [Generate new token] を選択します。

新しい個人用のアクセストークン ページが表示されます。
4. [Select scopes] で、[admin:repo_hook] および [repo] を選択します。
5. [Generate token] を選択します。
6. 生成されたトークンの横にあるコピーアイコンをクリックします。

Note

ここで、生成されたトークンを確実にコピーします。このページを閉じた後でトークンを表
示することはできません。

7. ターミナル（Linux、macOS、Unix）またはコマンドプロンプト（Windows）で、OAuth トークンを
変更したいパイプライン上で get-pipeline コマンドを実行し、コマンドの出力を JSON ファイルにコ
ピーしてください。たとえば、MyFirstPipeline という名前のパイプラインに対しては、以下のような
コマンドを入力します。

aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json

コマンドの出力は、pipeline.json ファイルに送られます。
8. プレーンテキストエディタでファイルを開き、OAuthTokenFieldGitHubアクションの値を編集しま

す。

を使用してパイプラインを作成する場合、GitHubこのフィールドに個人アクセストークンを渡すこ
とができます。AWS CLIアスタリスク (****)GitHub をコピー元のトークンに置き換えます。get-
pipeline を実行してアクション設定を表示すると、この値の 4 つのアスタリスクマスクが表示され
ます。例えば、値 111222333444555666777888EXAMPLE を持つ個人用アクセストークンの場合。

"configuration": { 
        "Owner": "MyGitHubUserName", 
        "Repo": "test-repo", 
        "Branch": "main", 
        "OAuthToken": "111222333444555666777888EXAMPLE" 
    }

Note

AWS CloudFormation テンプレートを使用してパイプラインを作成する場合、最初にトー
クンをシークレットとして AWS Secrets Manager に保存する必要があります。このフィー
ルドの値は、Secrets Manager に保存されたシークレットへの動的リファレンスとして
含めます。例については、「GitHubバージョン 1 のソースアクション構造のリファレン
ス (p. 594)」を参照してください。

9. get-pipeline コマンドを使用して取得されたパイプライン構造を使用している場合、ファイル
から metadata 行を削除して JSON ファイルの構造を修正する必要があります。それ以外の場合
は、update-pipeline コマンドで使用することはできません。JSON ファイルのパイプライン構
造からセクションを削除します ("metadata": { } 行と、"created"、"pipelineARN"、およ
び"updated"フィールド)。

例えば、構造から以下の行を削除します。

"metadata": {   
  "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name", 
  "created": "date", 
  "updated": "date" 
  }

API バージョン 2015-07-09
611



AWS CodePipeline ユーザーガイド
GitHubCodePipelineとCLI を使用し

て、GitHub個人用アクセストークンを作成
し、定期的にローテーションを行います。

10. ファイルを保存したら、先ほど編集した JSON ファイルを --cli-input-json パラメータで指定し
て、update-pipeline を実行します。

たとえば、MyFirstPipeline という名前のパイプラインを更新するには、以下のように入力します。

aws codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json

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。
11. GitHubアクションを含むすべてのパイプラインについて、手順 6 ～ 8 を繰り返します。
12. 完了したら、それらのパイプラインの更新に使用した JSON ファイルを削除します。

GitHubCodePipelineとCLI を使用して、GitHub個人用
アクセストークンを作成し、定期的にローテーション
を行います。
スクリプトのパスワードの代わりにトークンを使用する利点は、トークンは取り消したりローテーション
させたりできることです。また、個人用のアクセストークンに特定の権限とアクセス許可を与えること
もできます。トークンは安全に保管し、定期的にローテーションまたは再生成する必要があります。トー
クンローテーションは、RFC-6819 (OAuth 2.0 の脅威モデルとセキュリティ上の考慮事項)、セクション 
5.1.5.3 で推奨されています。

詳細については、GitHubウェブサイトの Creating a personal access token for the command line を参照し
てください。

新しい個人用アクセストークンを再生成したら、AWS CLI または API を使用するか、AWS 
CloudFormation を使用して UpdatePipeline を呼び出すことで、トークンをローテーションすることが
できます。

Note

同じ個人用のアクセストークンを使用している場合は、他のアプリケーションの更新が必要にな
る場合があります。セキュリティのベストプラクティスとして、複数のアプリケーション間で
単一のトークンを共有しないでください。各アプリケーションに対して新しい個人用のアクセス
トークンを作成します。

GitHub以下の手順で個人アクセストークンをローテーションし、パイプライン構造を新しいトークンで更
新してください。

Note

個人用アクセストークンをローテーションした後は、古いトークン情報を含む AWS CLI スクリプ
トまたは AWS CloudFormation テンプレートを必ず更新してください。

1. でGitHub、プロフィール写真のドロップダウンオプションから [設定] を選択します。
2. [Developer settings] を選択してから [Personal access tokens] を選択します。
3. GitHub個人アクセストークンの横にある [編集] を選択します。
4. [Regenerate token] を選択します。
5. 再生成されたトークンの横にあるコピーアイコンをクリックします。
6. ターミナル (Linux, macOS あるいは Unix) またはコマンドプロンプト (Windows) で、個人用アクセス

トークンを変更するパイプラインに対して get-pipeline コマンドを実行し、コマンドの出力を JSON 
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ファイルにコピーします。たとえば、MyFirstPipeline という名前のパイプラインに対しては、以下の
ようなコマンドを入力します。

aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json

コマンドの出力は、pipeline.json ファイルに送られます。
7. プレーンテキストエディタでファイルを開き、OAuthTokenFieldGitHubアクションの値を編集しま

す。

を使用してパイプラインを作成する場合、GitHubこのフィールドに個人アクセストークンを渡すこ
とができます。AWS CLIアスタリスク (****)GitHub をコピー元のトークンに置き換えます。get-
pipeline を実行してアクション設定を表示すると、この値の 4 つのアスタリスクマスクが表示され
ます。例えば、値 111222333444555666777888EXAMPLE を持つ個人用アクセストークンの場合。

"configuration": { 
        "Owner": "MyGitHubUserName", 
        "Repo": "test-repo", 
        "Branch": "main", 
        "OAuthToken": "111222333444555666777888EXAMPLE" 
    }

Note

AWS CloudFormation テンプレートを使用してパイプラインを更新する場合、最初にトー
クンをシークレットとして AWS Secrets Manager に保存する必要があります。このフィー
ルドの値は、Secrets Manager に保存されたシークレットへの動的リファレンスとして
含めます。例については、「GitHubバージョン 1 のソースアクション構造のリファレン
ス (p. 594)」を参照してください。

8. get-pipeline コマンドを使用して取得されたパイプライン構造を使用している場合、ファイル
から metadata 行を削除して JSON ファイルの構造を修正する必要があります。それ以外の場合
は、update-pipeline コマンドで使用することはできません。JSON ファイルのパイプライン構
造からセクションを削除します ("metadata": { } 行と、"created"、"pipelineARN"、およ
び"updated"フィールド)。

例えば、構造から以下の行を削除します。

"metadata": {   
  "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name", 
  "created": "date", 
  "updated": "date" 
  }

9. ファイルを保存したら、先ほど編集した JSON ファイルを --cli-input-json パラメータで指定し
て、update-pipeline を実行します。たとえば、MyFirstPipeline という名前のパイプラインを更新する
には、以下のように入力します。

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 codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json

10. パイプラインの更新が終了したら、JSON ファイルを削除します。

詳細については、「パイプラインのエラー:「GitHubリポジトリにアクセスできませんでした」または
「GitHubリポジトリに接続できませんでした」(GitHubバージョン 1 のソースアクション) (p. 616)」を参
照してください。
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チュートリアル:AWS CloudFormation(GitHubバー
ジョン 1 のソースアクション) を使用してパイプラ
インを作成する。

Note

GitHubバージョン 1 のアクションは推奨されません。GitHubバージョン 1 アクションを持つパイ
プラインの場合、OAuthCodePipelineGitHub ベースのトークンを使用してリポジトリに接続しま
す。対照的に、GitHubアクション (バージョン 2)AWSGitHub は接続リソースを使用してリソー
スをリポジトリへに関連付けます。接続リソースは、アプリベースのトークンを使用して接続し
ます。GitHub接続を使用する推奨アクションにパイプラインを更新する方法の詳細についてはを
参照してくださいGitHub バージョン 1 のソースアクションを GitHub バージョン 2 のソースアク
ションに更新する (p. 583)。

このチュートリアルでは、AWS CloudFormationコンソールを使用して、GitHubソースリポジトリに接続
されたパイプラインを含むインフラストラクチャを作成する方法を説明します。このチュートリアルで
は、提供されたサンプルテンプレートファイルを使用して、アーティファクトストア、パイプライン、変
更検出リソース (ウェブフック) を含むリソーススタックを作成します。AWS CloudFormation でリソース
スタックを作成したら、AWS CodePipeline コンソールでパイプラインを表示することができます。パイ
プラインは、GitHub ソースステージと CodeDeploy デプロイステージの 2 ステージパイプラインになりま
す。

AWS Secrets Manager を使用して認証情報を保存することを強くお勧めします。Secrets Manager を使
用する場合は、Secrets Manager でシークレットパラメータをすでに設定して保存しておく必要がありま
す。この例では、GitHubウェブフックの認証情報にAWS Secrets Manager への動的な参照を使用します。
詳細については、「動的な参照を使用してテンプレート値を指定する」を参照してください。

Important

シークレットパラメータを渡すときは、値をテンプレートに直接入力しないでください。値はプ
レーンテキストとしてレンダリングされるため、読み取り可能です。セキュリティ上の理由か
ら、AWS CloudFormation テンプレートでプレーンテキストを使用して認証情報を保存しないで
ください。

前提条件:

AWS CloudFormation サンプルテンプレートで使用する以下のリソースを作成しておく必要があります。

• CodeDeploy アプリケーションおよびデプロイグループ。「チュートリアル: シンプルなパイプラインを
作成する (CodeCommit リポジトリ) (p. 52)」で作成した CodeDeploy リソースを使用できます。

• 以下のリンクのいずれかを選択して、パイプラインを作成するためのサンプル AWS CloudFormation テ
ンプレートファイルをダウンロードします。YAML | JSON

ファイルを解凍し、ローカルコンピュータに配置します。
• 上記のbullet のサンプルテンプレートは、GitHubAWS Secrets 

Manager{{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}次の場所に
格納されているトークンを動的に参照するシークレットトークンを使用するように構成されていま
す。OAuthTokenおよびSecretTokenフィールドのテンプレートで動的リファレンスを使用するに
は、GitHubトークンを作成し、Secrets Manager に保存する必要があります。

• SampleApp_Linux.zip をダウンロードします。
• GitHubソースに使用したいリポジトリとブランチ。
• GitHubリポジトリの個人アクセスキー。これは、リポジトリに接続するための OAuth トークンの提供に

使用されます。
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トラブルシューティング (GitHub
バージョン 1) ソースアクション

AWS CloudFormation でスタックを作成するには

1. SampleApp_Linux.zip からファイルを解凍し、GitHubリポジトリにファイルをアップロードします。
解凍したファイルをリポジトリのルートディレクトリにアップロードする必要があります。

2. AWS CloudFormation コンソールを開き、[スタックの作成] を選択します。
3. [テンプレートの選択] で、[テンプレートを Amazon S3 にアップロード] を選択します。[参照] を選択

後、ローカルコンピュータからテンプレートファイルを選択します。[Next] (次へ) を選択します。
4. [スタック名] に、パイプラインの名前を入力します。サンプルテンプレートで指定されたパラメータ

が表示されます。以下のパラメータを入力します。

a. にApplicationName、CodeDeployアプリケーションの名前を入力します。
b. にBetaFleet、CodeDeployデプロイグループの名前を入力します。
c. にBranchName、使用するリポジトリブランチを入力します。
d. GitHubO にAuthToken、GitHubリポジトリの個人アクセスキーを入力します。
e. にGitHubOwner、GitHubリポジトリの所有者のユーザー名を入力します。
f. にGitHubSecret、WebhookAWS CloudFormation の作成に使用したいシークレットを入力しま

す。
g. にRepositoryName、GitHubソースリポジトリの名前を入力します。

5. [Next] (次へ) を選択します。以下のページのデフォルト値を受け入れ、[次へ] を選択します。
6. [機能] で [IAMAWS CloudFormation リソースが作成される可能性があることを承知します] を選択

し、[作成] を選択します。
7. スタックの作成が完了したら、イベントリストを表示して、エラーがないか確認します。
8. にサインインしてAWS Management Console、https://console.aws.amazon.com/codepipeline/

CodePipeline でコンソールを開きます。

[パイプライン] で、パイプラインを選択してから、[表示] を選択します。この図は、パイプラインの
ソースとデプロイのステージを示しています。

9. ソースリポジトリで、変更をコミットしてプッシュします。変更検出リソースが変更を受け取り、パ
イプラインが開始されます。

トラブルシューティング (GitHubバージョン 1) 
ソースアクション

パイプラインのエラーです。GitHubソースス
テージに Git サブモジュールが含まれています
が、CodePipeline初期化されません（GitHubバージョ
ン 1 のソースアクション）。
問題:CodePipelineGitサブモジュールをサポートしていません。CodePipelineは、サブモジュールをサポー
トしていないGitHub、のアーカイブリンク API を使用しています。

解決方法:GitHub別のスクリプトの一部としてリポジトリを直接複製することを検討してください。例え
ば、Jenkins スクリプトにクローンアクションを含めることができます。
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パイプラインのエラー:「GitHubリポジトリにアクセスで
きませんでした」または「GitHubリポジトリに接続でき
ませんでした」(GitHubバージョン 1 のソースアクション)

パイプラインのエラー:「GitHubリポジトリにアクセ
スできませんでした」または「GitHubリポジトリに接
続できませんでした」(GitHubバージョン 1 のソース
アクション)
問題点:OAuthCodePipelineGitHub トークンを使用して統合します。GitHubソースプロバイダーを使用して
パイプラインを作成すると、デフォルトの OAuthCodePipelineGitHub トークンを作成して認証情報を管理
します。パイプラインがリポジトリに接続すると、GitHubGitHub認証情報を使用して接続します。OAuth 
トークンの認証情報は CodePipeline によって管理されています。トークンを表示または管理することは一
切ありません。接続に使用できる他の種類の認証情報は、GitHub個人アクセストークンです。個人アクセ
ストークンは、OAuth アプリではなくユーザーが作成します。個人用アクセストークンは、CodePipeline
ではなく、ユーザーが管理します。

これらの権限が取り消されたり無効になったりすると、GitHubトークンを使用してリポジトリに接続でき
ないため、パイプラインは失敗します。

セキュリティのベストプラクティスは、個人アクセストークンを定期的にローテーションすることです。
詳細については、「GitHubCodePipelineとCLI を使用して、GitHub個人用アクセストークンを作成し、定
期的にローテーションを行います。 (p. 612)」を参照してください。

解決方法:

GitHubリポジトリに接続できない場合はCodePipeline、2 つのトラブルシューティングのオプションがあ
ります。

• パイプラインをリポジトリに手動で再接続するだけで済む場合があります。CodePipeline の OAuth トー
クンの権限を取り消した可能性があり、それらを復元するだけで済みます。これを行うには、以下の手
順を参照してください。

• デフォルトの OAuth トークンを個人用アクセストークンに変更する必要がある場合がありま
す。OAuth トークンの数には制限があります。詳細については、GitHubドキュメントを参照してくださ
い。CodePipeline がその制限に達すると、古いトークンは機能しなくなり、そのトークンに依存するパ
イプラインのアクションは失敗します。

1. CodePipeline のアクセス権限が取り消されたかどうかを確認してください。認証済み OAuth アプ
リリストを確認する手順についてはGitHub、を参照してください認定された OAuth アプリを表示す
る (p. 610)。CodePipelineリストに表示されない場合は、コンソールを使用してパイプラインを再接
続する必要がありますGitHub。

a. コンソールでパイプライン開き、[編集] を選択します。ソースアクションを含むソースステージ
で、[ステージの編集] を選択します。GitHub

b. GitHubソースアクションで、編集アイコンを選択します。
c. 「アクションの編集」 ページで、「ConnectGitHub 先」を選択して認証を復元します。

プロンプトが表示された場合は、アクションのリポジトリとブランチを再入力する必要がありま
す。[Done] (完了) をクリックします。ステージ編集ページで [完了] を選択してから、パイプライ
ン編集ページで [保存] を選択します。パイプラインを実行します。

2. それでもエラーが修正されず、の Authorized OAuth AppsCodePipeline のリストに表示される場合
GitHub、トークンの許容数を超えている可能性があります。この問題を解決するには、1 つの OAuth 
トークンを個人用アクセストークンとして手動で構成し、AWS アカウントのすべてのパイプラインで
そのトークンを使用するように構成します。詳細については、「個人アクセストークン (GitHubおよ
び CLI) を使用するようにパイプラインを設定する (p. 610)」を参照してください。
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AWS CodePipeline ユーザーガイドの
ドキュメント履歴

次の表に、CodePipeline ユーザーガイドのリリース別の重要な変更点を示します。このドキュメントの更
新に関する通知については、RSS フィードでサブスクライブできます。

• API バージョン: 2015-07-09
• ドキュメント最終更新日: 2022 年 4 月 19 日

変更 説明 日付

管理ポリシーの更新 (p. 617) AWSAWSCodePipelineFullAccessAWSCodePipelineReadOnlyAccess
管理ポリシーおよ
びは廃止されまし
た。AWSCodePipeline_FullAccessAWSCodePipeline_ReadOnlyAccessお
よびポリシーを使用してくださ
い。AWS CodePipelineAWS管理
ポリシーの更新を参照してくださ
い。

2022 年 11 月 17 日

を使用するプロシージャの更新
CloudTrail (p. 617)

S3 ソースを使用するパイプラ
インのすべてのコンソールプロ
シージャ、サンプル CLI コマン
ド、AWS CloudFormationサンプ
ルスニペットとテンプレートが
更新され、[Write] を選択し、の
管理イベントで false を選択でき
るようになりましたCloudTrail。
更新されたサンプルについて
は、「パイプラインの開始」、
「チュートリアル:パイプライン
の作成」AWS CloudFormation、
「プッシュイベントを使用する
パイプラインの編集」、および
「ポーリングパイプラインの更
新」を参照してください。

2022 年 4 月 27 日

新しくサポートされた Snyk との
統合 (p. 617)

Snyk の呼び出しアクションを
使用すると、自動的にオープ
ンソースコードのセキュリティ
スキャンを行うことができま
す。CodePipeline詳細は [Snyk ア
クションリファレンス] と [統合] 
を参照してください。

2021 年 6 月 10 日

新しくサポートされる欧州 (ミラ
ノ) リージョン (p. 617)

CodePipelineが欧州 (ミラノ) で
利用可能になりました。「制限」
トピックと「AWS のサービスエ
ンドポイント」トピックが更新さ
れました。

2021 年 1 月 27 日
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変更の検出は、接続ソース
アクションでオフにできま
す (p. 617)

ソースリポジトリの自動変
更検出をオフにするために
は、CLI または SDK を使って
CodeStarSourceConnection
ソースアクションを更新しま
す。CodeStarSourceConnection
アクション構造リファレンスのト
ピックが、DetectChangesパラ
メータの説明で更新されました。

2021 年 1 月 8 日

CodePipelineAWS 
CloudFormationStackSetsデプロ
イメントアクションをサポート
するようになりました (p. 617)

新しいチュートリアル 
[チュートリアル:AWS 
CloudFormationStackSetsデプ
ロイプロバイダーとして使用す
るチュートリアル:パイプライ
ンを作成する] では、スタック
セットとスタックインスタンス
の作成および更新をするための
ステップを説明します。AWS 
CloudFormationStackSets[AWS 
CloudFormationStackSetsアク
ション構造リファレンス] にト
ピックも追加されました。

2020 年 12 月 30 日

新しくサポートされるアジア
パシフィック (香港) リージョ
ン (p. 617)

CodePipelineがアジアパシフィッ
ク (香港) で利用可能になりまし
た。「制限」トピックと「AWS 
のサービスエンドポイント」ト
ピックが更新されました。

2020 年 12 月 22 日

EventBridge更新されたイ
ベントパターンを表示する
CodePipeline (p. 617)

パイプライン、ステージ、
およびアクションレベルの
イベントで更新されたイベン
トパターンとステータスが 
[MonitoringCodePipeline イベン
ト] に追加されました。

2020 年 12 月 21 日

でのインバウンド実行の
パイプラインを表示します
CodePipeline (p. 617)

コンソールまたは CLI を使って
インバウンド実行を表示できま
す。詳細については、 [インバ
ウンド実行の表示 (コンソール)] 
と [インバウンド実行のステータ
ス表示 (CLI)] を参照してくださ
い。

2020 年 11 月 16 日

CodeCommitのソースアクション
が、CodePipeline完全なクローン
オプションをサポート (p. 617)

CodeCommitソースアクションを
使用する場合、CodeBuild下流の
アクションで Git コマンドおよび
メタデータを使える完全なクロー
ンオプションを選択できます。詳
細については、CodeCommitアク
ションリファレンスとチュートリ
アル:CodeCommitパイプライン
ソースでのフルクローンの使用を
参照してください。

2020 年 11 月 11 日
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CodePipelineGitHubGitHubエン
タープライズサーバへの接続を
サポート (p. 617)

接続を使用して、相互作用
するAWSリソースの設計が
できます。GitHub Enterprise 
CloudGitHub、GitHub Enterprise 
Server と相互作用するリソー
スの設計ができます。下流の
アクションで Git コマンドおよ
びメタデータを使うための完
全なクローンオプションを選
択することもできます。詳細に
ついては、「GitHub接続」、
「GitHubEnterprise Server 接
続」、および「チュートリア
ル:GitHubパイプラインソースで
の完全クローンの使用」を参照
してください。ソースアクショ
ンを持つ既存のパイプラインが
ある場合は、[GitHubバージョ
ン 1GitHubGitHub のソースアク
ションをバージョン 2 のソース
アクションに更新する] を参照し
てください。

2020 年 9 月 30 日

CodeBuildアクションが、での
バッチビルドの有効化をサポー
トAWS CodePipeline (p. 617)

CodeBuildパイプライン内のアク
ションでは、1 回の実行で複数の
バッチビルドを有効化すること
ができます。詳細については、
「CodeBuildアクション構造リ
ファレンス」と「パイプラインの
作成 (コンソール)」を参照してく
ださい。

2020 年 7 月 30 日

AWS 
CodePipelineAWSAppConfig
デプロイメントアクションを
サポートするようになりまし
た (p. 617)

新しいチュートリアル [チュー
トリアル:AWSAppConfigデプ
ロイプロバイダーとして使用し
てパイプラインを作成する] で
は、AWSAppConfigパイプライン
でコンフィグレーションファイ
ルをデプロイする手順について
説明します。[AWSAppConfigア
クション構造リファレンス] にト
ピックも追加されました。

2020 年 6 月 25 日

AWS CodePipeline
は、AWSGovCloud (米国西部) で 
Amazon VPC をサポートするよ
うになりました。 (p. 617)

AWSGovCloud(米国西部) のプ
ライベート Amazon VPCAWS 
CodePipeline エンドポイントを
経由してに直接接続できます。
詳細については、Amazon Virtual 
Private CloudCodePipeline での
利用を参照してください。

2020 年 6 月 2 日

API バージョン 2015-07-09
619

https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/connections-github.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/connections-ghes.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/connections-ghes.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/tutorials-github-gitclone.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/tutorials-github-gitclone.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/tutorials-github-gitclone.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/update-github-action-connections.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/update-github-action-connections.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/update-github-action-connections.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/update-github-action-connections.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/action-reference-CodeBuild.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/action-reference-CodeBuild.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/pipelines-create.html#pipelines-create-console
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/pipelines-create.html#pipelines-create-console
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/tutorials-AppConfig.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/tutorials-AppConfig.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/tutorials-AppConfig.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/tutorials-AppConfig.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/action-reference-AppConfig.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/action-reference-AppConfig.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/vpc-support.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/vpc-support.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/vpc-support.html


AWS CodePipeline ユーザーガイド

AWS CodePipelineAWS Step 
Functions呼び出しアクション
をサポートするようになりまし
た (p. 617)

呼び出しアクションプロバイ
ダーとして AWS Step Functions 
を使用するパイプラインを 
CodePipeline で作成できます。
新しいチュートリアル「チュー
トリアル: パイプラインで AWS 
Step Functions 呼び出しアクショ
ンを使用する」で、パイプライ
ンからステートマシンの実行を
開始する手順が示されています。
「AWS Step Functions アクショ
ン構造参照」トピックも追加され
ました。

2020 年 5 月 28 日

接続の表示、一覧表示、更
新 (p. 617)

コンソールでは、接続を一覧
表示、削除、更新できます。
「CodePipeline で接続を一覧表
示する」を参照してください。

2020 年 5 月 21 日

接続は CLI での接続リソー
スのタグ付けをサポートしま
す (p. 617)

接続リソースのAWS CLI でのタ
グ付けがサポートされるようにな
りました。AWSCodeGuru統合統
合統合統合統合統合統合統合統合
統合統合 接続の IAM アクセス許
可リファレンスを参照してくださ
い。

2020 年 5 月 6 日

CodePipelineAWSGovCloud(米
国西部) でご利用いただけるよう
になりました (p. 617)

AWSGovCloud(米国西
部)CodePipeline で使用できるよ
うになりました。詳細について
は、クォータを参照してくださ
い。

2020 年 4 月 8 日

クォータのトピックで
は、CodePipelineどのサービス
クータが設定可能かを示しま
す (p. 617)

CodePipeline クォータのトピッ
クを再構成しました。このドキュ
メントでは、どのサービスクォー
タが設定可能で、どのクォータが
設定可能でないかを示します。の
「クォータ」を参照してください
AWSCodePipeline。

2020 年 3 月 12 日

Amazon ECS のデプロイアク
ションのタイムアウトは設定可
能です (p. 617)

Amazon ECS のデプロイアク
ションのタイムアウトは、最
大 1 時間 (デフォルトのタイム
アウト) まで設定できます。の
「クォータ」を参照してください
AWSCodePipeline。

2020 年 2 月 5 日
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新しいトピックでパイプライン
実行を停止する方法を説明しま
す (p. 617)

パイプライン実行
は、CodePipeline で停止できま
す。進行中のアクションが完了
した後に実行を停止するように
指定することも、実行をただちに
停止して進行中のアクションを中
止するように指定することもでき
ます。「パイプライン実行を停止
する方法」および「CodePipeline 
でパイプライン実行を停止する」
を参照してください。

2020 年 1 月 21 日

CodePipeline接続をサポー
ト (p. 617)

接続を使用して AWS リソースを
構成し、外部コードのレポジト
リとやりとりができます。各接続
は、Bitbucket などのサードパー
ティーのリポジトリに接続する 
CodePipeline などのサービスで
使用できるリソースです。詳細に
ついては、「での接続の操作」を
参照してくださいCodePipeline。

2019 年 12 月 18 日

セキュリティ、認証、アクセス
制御のトピックを更新しまし
た (p. 617)

CodePipeline のセキュリティ、
認証、およびアクセスコントロー
ルに関する情報は、セキュリティ
に関する新しい章にまとめられま
した。詳細については、「セキュ
リティ」を参照してください。

2019 年 12 月 17 日

パイプラインでどのように変数
を使用できるかを説明するト
ピックが新しいトピックで説明
します (p. 617)

アクションの名前空間を設定し、
アクションの実行が完了するたび
に変数を生成できるようになりま
した。これらの名前空間と変数を
参照するようにダウンストリーム
アクションを設定できます。「変
数の操作」および「変数」を参照
してください。

2019 年 11 月 14 日

新しいトピックでは、パイプラ
インの実行の仕組み、実行中に
ステージがロックされる理由、
パイプラインの実行が置き換え
られるタイミングについて説明
しています (p. 617)

「ようこそ」セクションには、
実行中にステージがロックされ
る理由や、パイプライン実行が
優先される場合の処理など、パ
イプライン実行がどのように機
能するかを説明するトピックが
数多く追加されています。これ
らのトピックには、概念のリス
ト、DevOpsワークフローの例、
パイプラインの構成方法に関す
る推奨事項が含まれます。次のト
ピックが追加されました:パイプ
ラインの用語、DevOpsパイプラ
インの例、パイプラインの実行の
仕組み。

2019 年 11 月 11 日
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CodePipeline通知ルールをサポー
ト (p. 617)

通知ルールを使用して、パイプラ
インの重要な変更をユーザーに通
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。

2019 年 11 月 5 日

CodeBuildで使用可能な環境変数
CodePipeline (p. 617)

パイプラインの CodeBuild ビ
ルドアクションで CodeBuild 
環境変数を設定できます。コ
ンソールまたは CLI を使用
して、パイプライン構造に
EnvironmentVariables パラ
メータを追加できます。「パイ
プラインを作成する (コンソー
ル)」トピックが更新されていま
す。CodeBuild のアクションリ
ファレンスのアクション設定例も
更新されています。

2019 年 10 月 14 日

新しい地域 (p. 617) CodePipelineが欧州 (ストックホ
ルム) で利用可能になりました。
「制限」トピックと「AWS の
サービスエンドポイント」トピッ
クが更新されました。

2019年9月5日

Amazon S3 のデプロイアクショ
ンの既定 ACL とキャッシュコン
トロールを指定 (p. 617)

で Amazon S3 のデプロイア
クションを作成するときに、
既定 ACL と統合オプションを
指定できるようになりました
CodePipeline。次のトピックが
更新されました:パイプラインの
作成 (コンソール)、CodePipeline
パイプライン構造リファレン
ス、チュートリアル:Amazon S3 
をデプロイプロバイダーとして使
用するパイプラインの作成。

2019 年 6 月 27 日
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リソースにタグを追加でき
るようになりました。AWS 
CodePipeline (p. 617)

タグ付けを使用して、パイプライ
ン、カスタムアクション、Web 
フックなどの AWS CodePipeline 
リソースの追跡や管理ができるよ
うになりました。新しいトピッ
ク「リソースのタグ付け」、
「CodePipeline リソースへのア
クセスをコントロールするため
のタグの使用」、「CodePipeline 
でパイプラインにタグ付けす
る」、「CodePipeline でカスタ
ムアクションにタグ付けする」、
「CodePipeline でウェブフック
フックにタグ付けする」が追加
されました。CLI を使用してリ
ソースにタグを付ける方法を示
すために、パイプラインの作成 
(CLI)、カスタムアクションの作
成 (CLI)、GitHubおよびソースの 
Web フックの作成のトピックが
更新されました。

2019年5月15日

アクションの実行履歴を次の場
所で表示できるようになりまし
たAWS CodePipeline (p. 617)

パイプラインにおけるすべての
アクションについて、過去の実行
に関する詳細を表示できるように
なりました。これらの詳細には、
開始時刻と終了時刻、継続時間、
アクションの実行 ID、ステータ
ス、入力および出力アーティファ
クトの場所の詳細、外部リソー
スの詳細などが含まれます。「パ
イプラインの詳細と履歴を表示す
る」トピックが更新されて、この
サポートが反映されています。

2019 年 3 月 20 日

AWS CodePipeline は、AWS 
Serverless Application Repository 
に対するアプリケーションの発
行をサポートするようになりま
した (p. 617)

AWS Serverless Application 
Repository に対してサーバーレ
スアプリケーションを発行する
パイプラインを CodePipeline で
作成できるようになりました。
新しいチュートリアル「チュー
トリアル: AWS Serverless 
Application Repository にア
プリケーションを発行する」
で、AWS Serverless Application 
Repository にサーバーレスアプ
リケーションを継続的にデリバ
リーするためのパイプラインの作
成および設定手順が示されていま
す。

2019 年 3 月 8 日
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AWS CodePipelineコンソール
のクロスリージョンアクション
をサポートするようになりまし
た (p. 617)

AWS CodePipeline コンソールで
クロスリージョンアクションを管
理できるようになりました。[ク
ロスリージョンアクションを追加
する] が更新されて、パイプライ
ンとは異なる AWS リージョンで
アクションを追加、編集、または
削除する手順が示されています。
トピック「パイプラインを作成
する」、「パイプラインを編集す
る」、「CodePipeline パイプラ
イン構造リファレンス」が更新さ
れています。

2019 年 2 月 14 日

AWS CodePipeline は、Amazon 
S3 デプロイをサポートするよう
になりました (p. 617)

デプロイアクションプロバイダー
として、Amazon S3 を使用した
パイプラインを作成できるよう
になりました。CodePipeline新
しいチュートリアル [チュートリ
アル:デプロイプロバイダーとし
て Amazon S3 を使用したパイプ
ラインを作成する] は、Amazon 
S3 バケットにデプロイする手順
を示していますCodePipeline。
「CodePipeline パイプライン構
造リファレンス」トピックも更新
されています。

2019 年 1 月 16 日

AWS CodePipelineAlexa スキル
キットのデプロイをサポートす
るようになりました (p. 617)

Alexa スキルの継続的デプロイに 
CodePipeline と Alexa Skills Kit 
を使用できるようになりました。
新しいチュートリアル「チュー
トリアル: Amazon Alexa スキル
をデプロイするパイプラインを作
成する」で、Alexa Skills Kit デベ
ロッパーアカウントへの接続を 
AWS CodePipeline に許可する認
証情報を作成する手順、サンプル
スキルをデプロイするパイプライ
ンを作成する手順が示されていま
す。「CodePipeline パイプライ
ン構造リファレンス」トピックが
更新されています。

2018 年 12 月 19 日

AWS CodePipelineは統合
VPC するようになりまし
た。AWSPrivateLink (p. 617)

VPC のプライベートエンドポイ
ントを介して AWS CodePipeline 
に直接接続し、すべてのトラ
フィックを VPC と AWS ネット
ワーク内に保持することができ
るようになりました。詳細につ
いては、Amazon Virtual Private 
CloudCodePipeline での利用を参
照してください。

2018 年 12 月 6 日
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AWS CodePipelineは、Amazon 
ECR のソースアクション、およ
び ECS とCodeDeployデプロイ
間のアクションをサポートする
ようになりました。 (p. 617)

は、Amazon ECRCodePipeline 
やCodeDeploy Amazon ECS で
使用して、コンテナベースのアプ
リケーションを継続的にデプロイ
できます。新しいチュートリアル
[Amazon ECR ソースと、ECS と
CodeDeploy Deploy 間のパイプ
ラインを作成する] で、コンソー
ルを使用してイメージリポジト
リに格納されているコンテナアプ
リケーションを Amazon ECS ク
ラスターにデプロイしてパイプ
ラインを作成する手順が示されて
います。CodeDeploy「パイプラ
インを作成する」トピックおよび
「CodePipeline パイプライン構
造リファレンス」トピックが更新
されました。

2018 年 11 月 27 日

AWS CodePipelineパイプライン
のクロスリージョンアクション
をサポートするようになりまし
た (p. 617)

新しいトピック「クロスリー
ジョンアクションの追加」
には、AWS CLI または AWS 
CloudFormation を使用して、パ
イプラインと異なるリージョン
にあるアクションを追加するた
めのステップが含まれています。
トピック「パイプラインを作成
する」、「パイプラインを編集す
る」、「CodePipeline パイプラ
イン構造リファレンス」が更新さ
れています。

2018 年 11 月 12 日

AWS CodePipelineService 
Catalog と統合されるようになり
ました (p. 617)

パイプラインにデプロイアクショ
ンとして Service Catalog を追加
できるようになりました。これ
により、ソースリポジトリに変更
を加えたときに、製品アップデー
トを Service Catalog に公開する
パイプラインを設定できます。
このService Catalog のサポート
を反映して、インテグレーショ
ンのトピックが更新されました。
チュートリアルのセクションに
は、2 つの Service Catalog AWS 
CodePipelineチュートリアルが追
加されました。

2018 年 10 月 16 日
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AWS CodePipeline は AWS 
Device Farm と統合するようにな
りました (p. 617)

これで、パイプラインのテスト
アクションとして、AWS Device 
Farm を追加できるようになりま
した。これにより、パイプライン
を設定してモバイル アプリケー
ションをテストすることができま
す。「統合」のトピックは更新さ
れ、AWS Device Farm のサポー
トが反映されています。AWS 
Device Farm チュートリアル の
セクションには、2 つの AWS 
CodePipeline チュートリアルが
追加されました。

2018 年 7 月 19 日

AWS CodePipelineユーザーガイ
ドの更新の通知が RSS を介して
利用可能に (p. 617)

HTML 版の CodePipeline ユー
ザーガイドで、「ドキュメント
の更新履歴」ページに説明され
ている更新の RSS フィードが
サポートされるようになりまし
た。RSS フィードには、2018 年 
6 月 30 日以降に行われた更新が
含まれています。以前に発表さ
れた更新は、「ドキュメントの更
新履歴」ページで引き続き利用で
きます。このフィードをサブスク
ライブするには、トップメニュー
パネルの RSS ボタンを使用しま
す。

2018 年 6 月 30 日

以前の更新
次の表に、2018 年 6 月 30 日以前の CodePipeline 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

WebhookGitHub を使
用してパイプラインの
ソース変更を検知

コンソールでパイプラインを作成または編集する
と、CodePipelineGitHubソースリポジトリへの変更を検出
してパイプラインを開始するウェブフックを作成するように
なりました。パイプラインの移行については、「変更検出に 
WebhookGitHub を使用するようにパイプラインを設定する」
を参照してください。詳細については、「CodePipeline でパイ
プライン実行を開始する」を参照してください。

2018 年 5 月 
1 日

トピックの更新 コンソールでパイプラインを作成または編集する
と、CodePipeline AmazonCloudWatch Events のルール
と Amazon S3 のソースバケットの変更を検出するAWS 
CloudTrailの証跡を生成してパイプラインを開始します。パイ
プラインの移行については、「 ソースアクションと変更検出方
法 (p. 161)」を参照してください。

チュートリアル: シンプルなパイプラインを作成する (S3 
バケット) (p. 39)が更新され、Amazon S3 ソースを選択し
たときに作成される AmazonCloudWatch Events のルー
ルと証跡が示されるようになりました。 でパイプライン

2018 年 3 月 
22 日
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変更 説明 変更日
を作成 CodePipeline (p. 213)でパイプラインを編集する 
CodePipeline (p. 224)そしてまた更新されました。

詳細については、「パイプラインを開始します
CodePipeline (p. 160)」を参照してください。

トピックの更新 CodePipelineが欧州 (パリ) で利用可能になりました。「の
クォータAWSCodePipeline (p. 586)」トピックが更新されまし
た。

2018 年 2 月 
21 日

トピックの更新 Amazon ECS を使用してCodePipeline、コンテナベースのア
プリケーションを継続的にデプロイできます。パイプライン
を作成すると、デプロイプロバイダとして Amazon ECS を選
択できます。ソースコントロールリポジトリのトリガーにおけ
るコードを変更すると、パイプラインが新しい Docker イメー
ジを作成してコンテナレジストリにプッシュし、更新されたイ
メージを Amazon ECS サービスにデプロイします。

Amazon ECS のこのサポートを反映するために、 を製品や
サービスと統合するCodePipeline (p. 20) 、でパイプラインを
作成 CodePipeline (p. 213)、CodePipeline パイプライン構造リ
ファレンス (p. 469) のトピックを更新しました。

2017 年 12 月 
12 日

トピックの更新 コンソールでパイプラインを作成または編集する
と、CodeCommitリポジトリへの変更を検出してパイプライン
を自動的に開始する AmazonCloudWatch EventsCodePipeline 
ルールを作成するようになりました。既存のパイプラインの移
行については、「 ソースアクションと変更検出方法 (p. 161)」
を参照してください。

チュートリアル: シンプルなパイプラインを作成する 
(CodeCommit リポジトリ) (p. 52)が更新され、CodeCommit
リポジトリやブランチの選択時に AmazonCloudWatch Events 
のルールとロールの作成方法が反映されました。 でパイプラ
インを作成 CodePipeline (p. 213)でパイプラインを編集する 
CodePipeline (p. 224)そしてまた更新されました。

詳細については、「パイプラインを開始します
CodePipeline (p. 160)」を参照してください。

2017 年 10 月 
11 日

新しく更新されたト
ピック

CodePipelineに、AmazonCloudWatch Events および Amazon 
Simple Notification Service (Amazon SNS) を介したパイプラ
インの状態の変更の通知が組み込まれたサポートが提供される
ようになりました。新しいチュートリアル「チュートリアル: 
CloudWatch Events ルールをセットアップし、パイプラインの
状態の変更の E メール通知を送信します。 (p. 69)」が追加さ
れました。詳細については、「 CodePipeline イベントのモニ
タリング (p. 385)」を参照してください。

2017 年 9 月 
8 日
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変更 説明 変更日

新しく更新されたト
ピック

AmazonCloudWatch EventsCodePipeline アクショ
ンのターゲットとして追加できるようになりまし
た。AmazonCloudWatch Events のルールを設定してソー
スの変更を検出すると、パイプラインが変更の直後に
開始されるように設定することも、スケジュールされた
パイプラインの実行を行うように設定することもできま
す。PollForSourceChangesソースアクション設定オプション
に関する情報が追加されました。詳細については、「パイプ
ラインを開始しますCodePipeline (p. 160)」を参照してくださ
い。

2017 年 9 月 
5 日

新しい リージョン CodePipelineがアジアパシフィック (ソウル) およびアジアパシ
フィック (ムンバイ) で利用可能になりました。「のクォータ
AWSCodePipeline (p. 586)」トピックおよび「リージョンおよ
びエンドポイント」トピックは更新されています。

2017 年 27 月 
7 日

新しい リージョン CodePipelineが米国西部 (北カリフォルニア)、および欧州 (中
部)、および欧州 (中部) で利用可能になりました。「のクォー
タAWSCodePipeline (p. 586)」トピックおよび「リージョンお
よびエンドポイント」トピックは更新されています。

2017 年 6 月 
29 日

トピックの更新 パイプラインの最新の実行だけでなく過去の実行についても、
詳細を表示できるようになりました。これらの詳細には、開
始時刻と終了時刻、継続時間、実行 ID が含まれます。最新の 
12 か月間の最大 100 のパイプラインの実行について、詳細を
表示できるようになりました。このサポートを反映するよう
に、「CodePipeline でパイプラインの詳細と履歴を表示しま
す。 (p. 229)」、「CodePipeline の許可に関するリファレン
ス (p. 451)」、「のクォータAWSCodePipeline (p. 586)」のト
ピックを更新しました。

2017 年 6 月 
22 日

トピックの更新 「Nouvola」が「テストアクションの統合 (p. 25)」の利用可能
なアクションのリストに追加されました。

2017 年 5 月 
18 日

トピックの更新 AWS CodePipeline ウィザードの [ステップ 4: ベータ] は 
[ステップ 4: デプロイ] に名称変更されました。このステッ
プで作成されるデフォルトのステージ名は、「Beta」から
「Staging」に変更されています。これらの変更内容を反映す
るために、数多くのトピックやスクリーンショットが更新され
ています。

2017 年 4 月 
7 日

トピックの更新 これで、パイプラインのステージのテストアクションとし
て、AWS CodeBuild を追加できるようになりました。これに
より、AWS CodeBuild を使用して、コードの単体テストを実
行しやすくなります。このリリース前に、 AWS CodeBuild を
使用して、ビルドアクションの一部として単体テストを実行
できます。ビルドアクションを行うには、ビルド出力アーティ
ファクトが必要です。これは通常、単体テストでは生成されま
せん。

AWS CodeBuild に対するこのサポートを反映するために、「
を製品やサービスと統合するCodePipeline (p. 20)」、「でパイ
プラインを編集する CodePipeline (p. 224)」、「CodePipeline 
パイプライン構造リファレンス (p. 469)」のトピックが更新さ
れました。

2017 年 3 月 
8 日

API バージョン 2015-07-09
628

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html#codepipeline_region
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html#codepipeline_region
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html#codepipeline_region
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html#codepipeline_region
http://www.nouvola.com/aws-codepipeline-plugin/


AWS CodePipeline ユーザーガイド
以前の更新

変更 説明 変更日

新しく更新されたト
ピック

コンテンツのテーブルは再編成され、パイプライン、アクショ
ン、ステージ移行のセクションが追加されています。新しい
セクションは CodePipeline 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、「 を製品やサービスと統合する
CodePipeline (p. 20)」のトピックは分割されています。

新しいセクションである「Authentication and Access Control」
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)」についての包括的な情報を提供しま
す。CodePipelineこれらの認証情報に基づいて、Amazon S3 
バケットからのアーティファクトの入出力、およびパイプライ
ンへの AWS スタックの統合など、AWS OpsWorks リソース
へのアクセスに必要な権限が付与されます。

2017 年 2 月 
8 日

新しい リージョン CodePipelineがアジアパシフィック (東京) で利用可能になりま
した。「のクォータAWSCodePipeline (p. 586)」トピックおよ
び「リージョンおよびエンドポイント」トピックは更新されて
います。

2016 年 14 月 
12 日

新しい リージョン CodePipelineが南米 (サンパウロ) で利用可能になりました。
「のクォータAWSCodePipeline (p. 586)」トピックおよび
「リージョンおよびエンドポイント」トピックは更新されてい
ます。

2016 年 7 月 
12 日

トピックの更新 パイプラインのステージのビルドアクションとして AWS 
CodeBuild を追加できるようになりました。AWS CodeBuild 
は、クラウド内でソースコードをコンパイルし、単体テストを
実行して、デプロイ可能なアーティファクトを生成する完全マ
ネージド型のビルドサービスです。既存のビルドプロジェクト
を使用するか、CodePipeline コンソールで作成することができ
ます。その後、パイプラインの一部として、ビルドプロジェク
トの出力をデプロイできます。

AWS CodeBuild へのサポートを反映するため、「 を製品や
サービスと統合するCodePipeline (p. 20)」、「でパイプラ
インを作成 CodePipeline (p. 213)」、「Authentication and 
Access Control」、「CodePipeline パイプライン構造リファレ
ンス (p. 469)」のトピックを更新しました。

AWS CloudFormationとCodePipelineAWSサーバーレスアプリ
ケーションモデルと共に使用すると、サーバーレスアプリケー
ションを継続的に配信できるようになりました。トピック「 を
製品やサービスと統合するCodePipeline (p. 20)」は更新され、
この新しいサポートが反映されています。

を製品やサービスと統合するCodePipeline (p. 20) は再編さ
れ、AWS およびパートナーオファリングはアクションの種類
ごとにグループ化されました。

2016 年 12 月 
1 日

新しい リージョン CodePipelineが欧州 (フランクフルト) で利用可能になりまし
た。「のクォータAWSCodePipeline (p. 586)」トピックおよび
「リージョンおよびエンドポイント」トピックは更新されてい
ます。

2016 年 11 月 
16 日
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変更 説明 変更日

トピックの更新 パイプラインのデプロイプロバイダーとして AWS 
CloudFormation を選択できるようになりました。これによ
り、パイプライン実行の一環として AWS CloudFormation ス
タックと変更セットに対するアクションを実行できます。AWS 
CloudFormation へのサポートを反映するため、「 を製品や
サービスと統合するCodePipeline (p. 20)」、「でパイプラ
インを作成 CodePipeline (p. 213)」、「Authentication and 
Access Control」、「CodePipeline パイプライン構造リファレ
ンス (p. 469)」のトピックを更新しました。

2016 年 11 月 
3 日

新しい リージョン CodePipeline は、アジアパシフィック (シドニー) 
リージョンで利用可能になりました。「のクォータ
AWSCodePipeline (p. 586)」トピックおよび「リージョンおよ
びエンドポイント」トピックは更新されています。

2016 年 10 月 
26 日

新しい リージョン CodePipelineがアジアパシフィック (シンガポール) で利用可
能になりました。「のクォータAWSCodePipeline (p. 586)」ト
ピックおよび「リージョンおよびエンドポイント」トピックは
更新されています。

2016 年 10 月 
20 日

新しい リージョン CodePipelineが米国東部 (オハイオ) リージョンで利用可能にな
りました。「のクォータAWSCodePipeline (p. 586)」トピック
および「リージョンおよびエンドポイント」トピックは更新さ
れています。

2016 年 10 月 
17 日

トピックの更新 「でパイプラインを作成 CodePipeline (p. 213)」は更新され、
[Source provider] および [Build provider] リストに、カスタムア
クションのバージョン識別子が表示できるようになりました。

2016 年 ９ 月 
22 日

トピックの更新 「CodePipeline で承認アクションを管理する (p. 356)」セク
ションは更新され、承認アクションのレビュー担当者が E メー
ル通知から直接 [Approve or reject the revision] フォームを開く
ことができるように機能強化されています。

2016 年 ９ 月 
14 日

新しく更新されたト
ピック

新しいトピック「パイプライン実行ソースのリビジョンを表示
する (コンソール) (p. 234)」では、ソフトウェアリリースのパ
イプラインで現在配信されているコードの変更の詳細を表示す
る方法について説明します。手動の承認アクションやパイプラ
インのトラブルシューティングの失敗を確認する場合、この情
報にすばやくアクセスできると便利です。

新しいセクション「パイプラインのモニタリング (p. 385)」
は、パイプラインのステータスおよび進行状況のモニタリング
に関するすべてのトピックの中心となる場所です。

2016 年 ９ 月 
08 日

新しく更新されたト
ピック

新しいセクション「CodePipeline で承認アクションを管理す
る (p. 356)」では、パイプラインでの手動の承認アクションの
設定および使用に関する情報を確認できます。このセクション
のトピックでは、承認プロセスに関する概念を確認できます。
これには、必要な IAM 権限の設定や承認アクションの作成に
加え、承認アクションや、承認アクションがパイプラインに到
達すると生成される JSON データのサンプルの承認または拒否
に関する手順などが含まれます。

2016 年 7 月 
06 日
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変更 説明 変更日

新しい リージョン CodePipeline は、欧州 (アイルランド) リージョンで利用可能
になりました。「のクォータAWSCodePipeline (p. 586)」ト
ピックおよび「リージョンおよびエンドポイント」トピックは
更新されています。

2016 年 6 月 
23 日

新しいトピック ステージ内で失敗したアクション、または同時に失敗したアク
ションのグループを再試行する方法について説明した、新し
いトピック「CodePipeline で失敗したアクションを再試行す
る (p. 353)」が追加されました。

2016 年 6 月 
22 日

トピックの更新 でパイプラインを作成 CodePipeline (p. 213)で作成された
カスタム Chef クックブックおよびアプリケーションと組
み合わせてコードをデプロイするパイプラインの設定のサ
ポートを反映するため、「CodePipeline パイプライン構造リ
ファレンス (p. 469)」「Authentication and Access Control」
「 を製品やサービスと統合するCodePipeline (p. 20)」
「AWS OpsWorks」などいくつかのトピックを更新しまし
た。CodePipeline用のAWS OpsWorksサポートが米国東部 
(バージニア北部) リージョン (バージニア北部) リージョン 
(バージニア北部) リージョン (バージニア北部) リージョン 
(バージニア北部) リージョン

2016 年 6 月 
2 日

新しく更新されたト
ピック

新しいトピック「チュートリアル: シンプルなパイプライン
を作成する (CodeCommit リポジトリ) (p. 52)」が追加され
ました。このトピックでは、パイプラインにおけるソース
アクションのソースの場所として、CodeCommit リポジト
リやブランチを使用する方法を示すサンプルのチュートリア
ルを提供します。CodeCommit との統合を反映するため、
「Authentication and Access Control」、「 を製品やサービ
スと統合するCodePipeline (p. 20)」、「チュートリアル: 4 ス
テージのパイプラインを作成する (p. 61)」、「トラブルシュー
ティング CodePipeline (p. 406)」などいくつかのトピックを更
新しました。

2016 年 4 月 
18 日

新しいトピック 新しいトピック「AWS Lambda でパイプラインに 
CodePipeline 関数を呼び出す (p. 337)」が追加されました。
このトピックでは、サンプルの AWS Lambda 関数、および 
Lambda 関数をパイプラインに追加するステップを含みます。

2016 年 1 月 
27 日

トピックの更新 「Authentication and Access Control」および「Resource-
based Policies」に新しいセクションを追加しました。

2016 年 1 月 
22 日

新しいトピック 新しいトピック「 を製品やサービスと統合する
CodePipeline (p. 20)」が追加されました。AWS のサービス
パートナーとの統合などに関する情報は、このトピックに移動
されました。また、ブログおよび動画へのリンクが追加されて
います。

2015 年 12 月 
17 日

トピックの更新 Solano CI との統合の詳細を「 を製品やサービスと統合する
CodePipeline (p. 20)」に追加しました。

2015 年 11 月 
17 日

トピックの更新 JenkinsCodePipeline のプラグインのライブラリの一部とし
て、Jenkins Plugin Manager から利用できるようになりまし
た。プラグインのインストール手順は、「チュートリアル: 4 
ステージのパイプラインを作成する (p. 61)」で更新されていま
す。

2015 年 9 月 
11 日
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変更 説明 変更日

新しい リージョン CodePipelineが米国西部 (オレゴン) リージョンで利用可能にな
りました。「のクォータAWSCodePipeline (p. 586)」トピック
が更新されました。リンクが「リージョンおよびエンドポイン
ト」に追加されています。

2015 年 10 月 
22 日

新しいトピック 新しいトピック「Amazon S3 に保存したアーティファクトの
サーバー側の暗号化を設定しますCodePipeline (p. 419)」およ
び「他の CodePipeline AWSアカウントからリソースを使用
するパイプラインを作成する (p. 245)」が追加されました。
「Authentication and Access Control」、「例 8: 別のアカウン
トに関連付けられた AWS リソースをパイプラインで使用す
る (p. 446)」に新しいセクションを追加しました。

2015 年 8 月 
25 日

トピックの更新 「CodePipeline でカスタムアクションを作成および追加す
る (p. 325)」トピックは更新され、inputArtifactDetails
および outputArtifactDetails など、構造の変更が反映さ
れています。

2015 年 8 月 
17 日

トピックの更新 サービスロールおよび Elastic Beanstalk に関する問題のトラ
ブルシューティング手順の変更を反映するために、トラブル
シューティング CodePipeline (p. 406) のトピックが更新されま
した。

2015 年 8 月 
11 日

トピックの更新 「Service role for CodePipeline (p. 458)」への最新の変更に伴
い、「Authentication and Access Control」トピックを更新しま
した。

2015 年 8 月 
6 日

新しいトピック 「トラブルシューティング CodePipeline (p. 406)」トピックが
追加されました。「チュートリアル: 4 ステージのパイプライ
ンを作成する (p. 61)」の IAM ロールおよび Jenkins について
更新された手順が追加されました。

2015 年 7 月 
24 日

トピックの更新 「チュートリアル: シンプルなパイプラインを作成する (S3 バ
ケット) (p. 39)」および「チュートリアル: 4 ステージのパイプ
ラインを作成する (p. 61)」のサンプルファイルをダウンロード
するための更新後のステップが追加されています。

2015 年 7 月 
22 日

トピックの更新 サンプルファイルに関するダウンロードの問題の一時回避策が
「チュートリアル: シンプルなパイプラインを作成する (S3 バ
ケット) (p. 39)」に追加されました。

2015 年 7 月 
17 日

トピックの更新 制限の変更に関する情報を示すリンクが「のクォータ
AWSCodePipeline (p. 586)」に追加されています。

2015 年 7 月 
15 日

トピックの更新 「Authentication and Access Control」のマネージドポリシーの
セクションを更新しました。

2015 年 7 月 
10 日

初回一般リリース これは、CodePipeline ユーザーガイド の初回一般リリースで
す。

2015 年 7 月 
9 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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ある場合、英語版が優先します。
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