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プラットフォームチーム

AWS Proton とは?
AWS Protonは:

• サーバーレスおよびコンテナベースのアプリケーションの Infrastructure as Code のプロビジョニングと
デプロイの自動化

-AWS Protonサービスは 2 本立てのオートメーションフレームワークです。管理者として、あなた
はバージョン付きサービステンプレートこれは、サーバーレスおよびコンテナベースのアプリケーショ
ン向けの標準化されたインフラストラクチャとデプロイツールを定義します。アプリケーション開発者
は、利用可能なサービステンプレートアプリケーションまたはサービスのデプロイを自動化できます。

AWS Proton既存のすべてのを識別するサービスインスタンス古いバージョンのテンプレートを使用して
いる。管理者として、リクエストできますAWS Protonワンクリックでそれらをアップグレードできま
す。

• インフラストラクチャの標準化

プラットフォームチームが使用できるAWS Protonバージョン付き Infrastructure as Code Code テンプ
レート チームは、それらを使用して、アーキテクチャ、インフラストラクチャリソース、および CI/CD 
ソフトウェアデプロイパイプラインを含む標準アプリケーションスタックを定義して管理します。

• CI/CD と統合されたデプロイ

開発者がAWS Proton選択するセルフサービスインターフェースサービステンプレートでは、コードデプ
ロイ用に標準化されたアプリケーションスタック定義を選択しています。AWS Protonは自動的にリソー
スをプロビジョニングし、CI/CD パイプラインを構成し、定義されたインフラストラクチャにコードを
デプロイします。

AWS Protonプラットフォームチーム
管理者、またはプラットフォームチームのメンバーは、Infrastructure as Code を含む環境テンプレートお
よびサービステンプレートを作成します。環境テンプレートは、複数のアプリケーションまたはリソース
で使用される共有インフラストラクチャを定義します。サービステンプレートは、環境内の単一のアプ
リケーションまたはマイクロサービスをデプロイおよび維持するために必要なインフラストラクチャのタ
イプを定義します。AnAWS Proton サービスはのインスタンス化ですサービステンプレート、これには通
常、いくつかのサービスインスタンスそして、aパイプライン。AnAWS Proton サービスインスタンスはの
インスタンス化ですサービステンプレート特定の環境。自分またはチームのメンバーは、所与のサービス
テンプレートと互換性がある環境テンプレートを指定できます。テンプレートの詳細については、「AWS 
Proton テンプレート (p. 104)」を参照してください。

以下の Infrastructure as Code プロバイダーをAWS Proton:

• AWS CloudFormation
• Terraform

AWS Proton開発者向け
アプリケーション開発者として、標準化されたサービステンプレートそれをAWS Protonを使用してサービ
スアプリケーションをサービスインスタンス。AnAWS Proton サービスはのインスタンス化ですサービス
テンプレート、これには通常、いくつかのサービスインスタンスそして、aパイプライン。

1
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ワークフロー

AWS Protonワークフロー
次の図は、の主なAWS Proton前項で説明した Infrastructure as Code。単純な Astructure as Code の構成
要素について高水準な概要を提供します。AWS Protonワークフロー。

として管理者を作成および登録すると、環境テンプレートとAWS Proton、共有リソースを定義しま
す。

AWS Proton1 つ以上を配備する環境、に基づいて環境テンプレート。

として管理者を作成および登録すると、サービステンプレートとAWS Protonは、関連するインフラス
トラクチャ、監視、CI/CD リソース、および互換性を定義します。環境テンプレート。

 デベロッパーとして、登録済みサービステンプレートを選択し、ソースコードリポジトリのリンクを提
供してください。

 AWS ProtonをプロビジョニングするサービスとCI/CD パイプラインあなたのサービスインスタンス。

 AWS Protonのプロビジョニングと管理サービスとサービスインスタンスを実行しているのはソース
コード選択に定義されているようにサービステンプレート。サービスインスタンスは、パイプラインの単
一段階 (たとえば、Prod) について環境内で選択したサービステンプレートをインスタンス化したもので
す。

2
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IAM によるセットアップ

セットアップ
このセクションのタスクを完了すると、サービスおよび環境テンプレートを作成して登録できます。で環
境やサービスをデプロイするには、これらが必要ですAWS Proton。

Note

AWS Proton追加費用なしで提供されます。サービスおよび環境テンプレートは無料で作成、登
録、および維持できます。また、ストレージ、セキュリティ、AWS Protonデプロイなどのオペ
レーションを、自己管理することもできます。AWS Proton使用中に発生する費用は以下のみで
す。

• AWS Protonお客様に代わってデプロイとメンテナンスを指示したAWS クラウドリソースので
デプロイと使用にかかる費用。

• コードリポジトリへの AWS CodeStar 接続の維持費。
• バケットで入力を提供する場合、Amazon S3 バケットの維持費AWS Proton。自分の Gitthe 

section called “テンプレートの同期設定” (p. 124) リポジトリの使用に切り替えれば、これら
のコストを回避できますthe section called “テンプレートバンドル” (p. 31)。

トピック
• IAM によるセットアップ (p. 3)
• AWS Proton のセットアップ (p. 5)

IAM によるセットアップ
AWS にサインアップすると、AWS アカウント は、AWS Proton を含めた AWS 内のすべてのサービスに
自動的にサインアップされます。実際に使用した分のサービスとリソースについてのみ請求されます。

Note

1 つのチームは、管理者とデベロッパーを含めて、全員が同じアカウントに属する必要がありま
す。

AWS へのサインアップ
AWS アカウントをお持ちでない場合は、以下の手順を実行してアカウントを作成してください。

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。

3
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IAM ユーザーを作成する

IAM ユーザーを作成する
管理者ユーザーを作成するには、以下のいずれかのオプションを選択します。

管理者を
管理する
方法を 1 
つ選択し
ます

To By 以下の操作も可能

IAM 
Identity 
Center 内

(推奨)

短期認証情報を使用して 
AWS にアクセスする。

これはセキュリティのベ
ストプラクティスと一致
しています。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。

AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single 
Sign-On) ユーザーガイドの
「開始方法」の手順に従いま
す。

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」に
従って、プログラムによるアク
セスを設定します。

IAM 内

(非推奨)

長期認証情報を使用して 
AWS にアクセスする。

IAM ユーザーガイドの「最初
の IAM 管理者のユーザーおよ
びグループの作成」の手順に
従います。

IAM ユーザーガイドの「IAM 
ユーザーのアクセスキーの管
理」に従って、プログラムによ
るアクセスを設定します。

AWS Protonサービスロールの設定
AWS Protonソリューションのさまざまな部分で作成する IAM ロールがいくつかあります。IAM コンソー
ルを使用して事前に作成することも、AWS Protonコンソールを使用して自動的に作成することもできま
す。

AWS Proton環境ロールを作成して、ユーザーに代わって他のサービスなどAWS のサービスAWS 
CloudFormationAWS CodeBuild、さまざまなコンピューティングサービスやストレージサービスに API 呼
び出しを行い、リソースをプロビジョニングできるようにしますAWS Proton。AWS管理型プロビジョニ
ングロールは、AWS環境またはその中で実行されているいずれかのサービスインスタンスが管理型プロ
ビジョニングを使用する場合に必要です (p. 24)。CodeBuild環境またはそのいずれかのサービスインス
タンスがプロビジョニングを使用する場合は (p. 25)、CodeBuildロールが必要です。AWS Proton環境
ロールの詳細については、「」を参照してくださいthe section called “IAM ロール” (p. 139)。環境を作成
するときは (p. 140)、AWS Protonコンソールを使用してこれら 2 つのロールのどちらかに既存のロール
を選択することも、管理者権限を持つロールを自分で作成することもできます。

同様に、AWS Protonパイプラインロールを作成して、ユーザーに代わって他のサービスへの API 呼び出
しを行って CI/CD パイプラインをプロビジョニングできるようにしますAWS Proton。AWS Protonパイプ
ラインロールの詳細については、「」を参照してくださいthe section called “パイプラインサービスロー
ル” (p. 230)。CI/CD 設定の構成についての詳細は、「」を参照してくださいthe section called “アカウン
トの CI/CD パイプライン設定のセットアップ” (p. 6)。

Note

AWS Protonテンプレートにどのリソースを定義するかはわからないので、コンソールで作成した
ロールは幅広いアクセス許可を持ち、AWS Protonパイプラインサービスロールとサービスロー
ルの両方の役割を果たします。AWS Proton本稼働デプロイでは、AWS Protonパイプラインサー
ビスロールとAWS Proton環境サービスロールの両方についてカスタマイズしたポリシーを作成
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AWS Proton のセットアップ

することによって、デプロイされる特定のリソースにアクセス許可を絞り込むことをお勧めしま
す。AWS CLIまたは IAM を使用して、これらのロールを作成およびカスタマイズできます。詳細
については、「AWS Proton のサービスロール (p. 224)」および「[Create a service] (サービス
を作成) (p. 168)」を参照してください。

AWS Proton のセットアップ
を使用してAWS Proton APIAWS CLI を実行するには、まずソフトウェアがインストール済みであること
を確認します。まだインストールしていない場合、「AWS CLI の設定 (p. 7)」を参照してください。

AWS Proton特定の設定:

• テンプレートを作成および管理するには
• テンプレート同期設定を使用している場合は (p. 124)、AWS CodeStar 接続をセットアップしま

す (p. 5)。
• そうでない場合、Amazon S3 バケット (p. 5)を設定します。

• インフラストラクチャをプロビジョニングするには
• セルフマネージドプロビジョニングでは (p. 27)、AWS CodeStar 接続をセットアップする必要があ

ります (p. 5)。
• (オプション) パイプラインをプロビジョニングするには

• AWSCodeBuildマネージドプロビジョニングとベースプロビジョニングの場合
は (p. 25) (p. 24)、パイプラインロールを設定します (p. 6)。

• 自己管理型プロビジョニングの場合は (p. 27)、パイプラインリポジトリを設定します (p. 7)。

プロビジョニング方法の詳細については、「」を参照してくださいthe section called “AWS-マネージド・
プロビジョニング” (p. 24)。

Amazon S3 バケットのセットアップ
S3 バケットを設定するには、「最初の S3 バケットを作成する」の手順に従って S3 バケットを設定しま
す。AWS ProtonAWS Proton入力を取り出せる場所にあるバケット内に入力を配置します。これらの入力
はテンプレートバンドルと呼ばれます。詳細については、このガイドで当該セクションを参照してくださ
い。

AWS CodeStar 接続のセットアップ
AWS Protonリポジトリに接続するには、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
発生したときにパイプラインをアクティブにする AWS CodeStar 接続を作成します。

AWS Proton接続を使用して次のことを行います。

• リポジトリソースコードで新しいコミットが発生しすると、サービスパイプラインがアクティブになり
ます。

• Infrastructure as Code リポジトリについてプルリクエストを作成します。
• テンプレートのリポジトリにコミットがプッシュされるたびに、テンプレートのいずれかを変更する新

しいテンプレートマイナーバージョンまたはメジャーバージョンを (バージョンがまだ存在しなければ) 
作成します。

AWS CodeStar 接続を使用して BitEnterprise、Enterprise、 GitHub Enterprise GitHub、Enterprise、 
GitHub Enterprise、Enterprise、Enterprise、Enterprise、Enter 詳細については、AWS CodePipelineユー
ザーガイドの「AWS CodeStar 接続」を参照してください。
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CodeStar 接続をセットアップするには

1. AWS Proton コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [設定] を選択し、次に [リポジトリ接続] を選択すると、[開発ツール設定] の 

[接続] ページに移動します。このページには、接続のリストが表示されます。
3. [Create connection] (接続を作成する) を選択し、指示に従って操作します。

アカウントの CI/CD パイプライン設定のセットアップ
AWS Protonアプリケーションコードをサービスインスタンスにデプロイするための CI/CD パイプライン
をプロビジョニングできます。AWS Protonパイプラインのプロビジョニングに必要な設定は、パイプライ
ンで選択したプロビジョニング方法によって異なります。

AWS CodeBuild-マネージド型およびベースプロビジョニング—
パイプラインロールの設定
AWSCodeBuild マネージドプロビジョニングとプロビジョニングにより (p. 25) (p. 24)、AWS 
Protonパイプラインをプロビジョニングできます。そのため、AWS Protonパイプラインをプロビジョニン
グするための権限を提供するサービスロールが必要です。これら 2 つのプロビジョニング方法はそれぞれ
独自のサービスロールを使用します。AWS Protonこれらのロールはすべてのサービスパイプラインで共有
され、アカウント設定で一度設定します。

コンソールを使用してパイプラインサービスロールを作成するには

1. AWS Proton コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [設定] を選択し、[アカウント設定] を選択します。
3. 「アカウント CI/CD 設定」 ページで、「設定」を選択します。
4. 以下のいずれかを実行します。

• AWS Protonパイプラインサービスロールを作成してもらうには

[AWSパイプラインのマネージドプロビジョニングを有効にするには]「アカウント設定の設定」
ページの「AWS-managed Provisioning パイプラインの役割」セクションで、

a. 「新規サービスロール」を選択します。
b. ロールの名前 (例:) を入力しますmyProtonPipelineServiceRole。
c. AWS Protonアカウント内で管理者権限を持つロールの作成に同意するには、チェックボック

スをオンにします。

[ CodeBuildパイプラインのベースプロビジョニングを有効にするには] CodeBuildアカ
ウント設定ページのパイプラインロールセクションで、[既存のサービスロール] を選択
し、CloudFormation パイプラインロールセクションで作成したサービスロールを選択します。ま
たは、 CloudFormation パイプラインロールを割り当てていない場合は、前の 3 つのステップを
繰り返して新しいサービスロールを作成します。

• 既存のパイプラインサービスロールを選択するには

[AWSパイプラインのマネージドプロビジョニングを有効にするには] [アカウント設定の設定] 
ページの [AWS-managed Provisioning Pipeline role] セクションで、[既存のサービスロール] を選
択し、AWSアカウントのサービスロールを選択します。

[ CodeBuild パイプラインのプロビジョニングを有効にするには] アカウント設定ページの
[CodeBuildパイプラインプロビジョニングロール] セクションで、[既存のサービスロール] を選択
し、AWSアカウントのサービスロールを選択します。

5. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。
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新しいパイプラインサービスロールが [Account settings] (アカウント設定) ページに表示されます。

自己管理型プロビジョニング — パイプラインリポジトリの設定
セルフマネージドプロビジョニングでは (p. 27)、セットアップしたプロビジョニングリポジトリにプル
リクエスト (PR)AWS Proton を送信します。自動化コードがパイプラインのプロビジョニングを担当しま
す。したがって、AWS Protonパイプラインをプロビジョニングするためのサービスロールは必要ありませ
ん。代わりに、登録済みのプロビジョニングリポジトリが必要です。リポジトリ内の自動化コードには、
パイプラインをプロビジョニングするための権限を提供する適切な役割を担う必要があります。

コンソールを使用してパイプラインプロビジョニングリポジトリを登録するには

1. CI/CD パイプラインプロビジョニングリポジトリを作成していない場合、CI/CD パイプラインプロビ
ジョニングリポジトリを作成します。セルフマネージドプロビジョニングのパイプラインの詳細につ
いては、を参照してくださいthe section called “セルフマネージドプロビジョニング” (p. 27)。

2. ナビゲーションペインで [設定] を選択し、[アカウント設定] を選択します。
3. 「アカウント CI/CD 設定」 ページで、「設定」を選択します。
4. [Configure account settings] (アカウント設定の構成) ページの [CI/CD pipeline repository] (CI/CD パイ

プラインリポジトリ) セクションで以下の操作をします。

a. [新規リポジトリ] を選択し、リポジトリプロバイダのいずれかを選択します。
b. CodeStar 接続には、いずれかの接続を選択してください。

Note

関連するリポジトリプロバイダアカウントにまだ接続していない場合は、[Add a new 
CodeStar connection] を選択し、接続作成プロセスを完了してから、接続メニューの横
にある更新ボタンを選択します。CodeStarこれで、メニューで新しい接続を選択できる
ようになります。

c. [リポジトリ名] に、パイプラインのプロビジョニングリポジトリを選択します。ドロップダウン
メニューには、プロバイダーアカウントのリポジトリのリストが表示されます。

d. [ブランチ名] には、リポジトリブランチのいずれかを選択します。
5. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

パイプラインリポジトリは、アカウント設定ページに表示されます。

AWS CLI の設定
を使用してAWS Proton API コールを実行するには、最新バージョンのがインストールされていることを
確認してくださいAWS CLI。AWS CLI詳細については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの
「AWS CLI の開始」を参照してください。それから、with を使い始めるにはAWS CLIAWS Proton、を参
照してくださいthe section called “CLI の使用を開始する” (p. 14)。
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前提条件

AWS Proton の開始方法
開始する前に、使用開始の前提条件を満たしていることを確認して (p. 3)、AWS Proton使用開始の前提条
件を満たしていることを確認します (p. 8)。

以下のパスの 1AWS Proton つ以上選択して開始します。

• ドキュメントリンク経由でガイド付きのコンソールまたは CLI ワークフローの例 (p. 8)に従いま
す。

• ガイド付きのコンソールワークフロー例 (p. 10)を参照してください。
• AWS CLIガイド付きのサンプルワークフローを実行します (p. 14)。

トピック
• 前提条件 (p. 8)
• ワークフローの開始方法 (p. 8)
• AWS Management Console の開始方法 (p. 10)
• AWS CLI の開始方法 (p. 14)
• AWS Protonテンプレートライブラリ (p. 19)

前提条件
使用を開始する前にAWS Proton、以下の前提条件を満たしていることを確認します。詳細については、
「セットアップ (p. 3)」を参照してください。

• 管理者権限がある IAM アカウントをお持ちです。詳細については、「IAM によるセットアップ (p. 3)」
を参照してください。

• AWS ProtonサービスロールとAWS Protonパイプラインサービスロールがアカウントにアタッチされ
ます。詳細については、AWS Protonサービスロールの設定 (p. 4)およびAWS Proton のサービスロー
ル (p. 224)を参照してください。

• AWS CodeStar 接続が存在します。詳細については、「AWS CodeStar 接続のセットアップ (p. 5)」を
参照してください。

• AWS CloudFormationテンプレートの作成と Jinja パラメータに精通している必要があります。詳細につ
いては、AWS CloudFormation ユーザーガイドおよび Jinja ウェブサイトで「AWS CloudFormation とは
何か」を参照してください。

• AWS インフラストラクチャサービスに関する実務知識をお持ちです。
• AWS アカウントにログインしています.

ワークフローの開始方法
サンプルの手順とリンクに従って、テンプレートバンドルの作成、テンプレートの作成と登録、環境およ
びサービスの作成について学習します。

開始する前に、AWS Protonサービスロール (p. 4)を作成してあることを確認します。

8

https://palletsprojects.com/p/jinja/
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html


AWS Proton ユーザーガイド
ワークフローの開始方法

AWS Protonサービステンプレートにサービスパイプラインが含まれている場合、AWS CodeStar AWS 
Proton接続とパイプラインサービスロール (p. 4) (p. 5)を作成してあることを確認します。

詳細については、AWS Protonサービス API リファレンスを参照してください。

例; ワークフローの開始方法

1. AWS Proton の仕組み (p. 20)AWS Proton入出力の高水準な全体像についてはの図を参照してくだ
さい。

2. 環境バンドルとサービステンプレートバンドルを作成します (p. 31)。

a. 入力パラメータ (p. 32)を識別します。
b. スキーマファイル (p. 94)を作成します。
c. infrastructure as code (IaC) ファイル (p. 49)を作成します。
d. テンプレートバンドルをまとめる (p. 99)には、マニフェストファイルを作成し、iaC ファイ

ル、マニフェストファイル、およびスキーマファイルをディレクトリ内に編成します。
e. テンプレートバンドルにアクセスできるようにします (p. 99)AWS Proton。

3. で環境テンプレートのバージョンを作成して登録します (p. 106)AWS Proton。

コンソールでテンプレートを作成して登録すると、テンプレートのバージョンが自動的に作成されま
す。

を使用してテンプレートを作成および登録する場合:AWS CLI

a. 環境テンプレートを作成します。
b. 環境テンプレートのバージョンを作成します。

詳細については、AWS ProtonAPI CreateEnvironmentTemplateVersionリファレンス
の「」CreateEnvironmentTemplateおよび「」を参照してください。

4. 環境テンプレートを公開 (p. 120)して使用可能にします。

詳細については、AWS ProtonAPI UpdateEnvironmentTemplateVersionリファレンスのを参照してく
ださい。

5. 環境を作成 (p. 140)するには、発行済み環境テンプレートのバージョンを選択し、必要な値を入力し
ます。

詳細については、AWS ProtonAPI CreateEnvironmentリファレンスのを参照してください。
6. でサービステンプレートバージョンを作成して登録します (p. 106)AWS Proton。

コンソールでテンプレートを作成して登録すると、テンプレートのバージョンが自動的に作成されま
す。

を使用してテンプレートを作成および登録する場合:AWS CLI

a. サービステンプレートを作成します。
b. サービステンプレートのバージョンを作成します。

詳細については、AWS ProtonAPI CreateServiceTemplateVersionリファレンス
の「」CreateServiceTemplateおよび「」を参照してください。

7. サービステンプレートを公開 (p. 120)して使用可能にします。

詳細については、AWS ProtonAPI UpdateServiceTemplateVersionリファレンスのを参照してくださ
い。

8. サービスを作成 (p. 168)するには、発行済みサービステンプレートのバージョンを選択し、必要な値
を入力します。
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コンソールの開始方法

詳細については、AWS ProtonAPI CreateServiceリファレンスのを参照してください。

AWS Management Console の開始方法
AWS Proton の開始方法

• 環境テンプレートを作成して表示します。
• 作成した環境テンプレートを使用するサービステンプレートを作成、表示、および公開します。
• 環境とサービスを作成します (オプション)。
• サービステンプレート、環境テンプレート、環境、およびサービスを作成してあるた場合、それを削除

します。

ステップ 1:AWS Proton コンソールを開く
• AWS Proton コンソールを開きます。

ステップ 2: サンプルテンプレートを使用するための
準備をする
1. Github へのコードスター接続を作成し、 my-proton-connection接続に名前を付けます。
2. https://github.com/aws-samples/aws-proton-cloudformation-sample-templates に移動します。
3. Github アカウントにリポジトリのフォークを作成します。

ステップ 3: 環境テンプレートを作成する
ナビゲーションペインで [Environment templates] (環境テンプレート) を選択します。

1. [Environment templates] (環境テンプレート) ページで [Create Environment template] (環境テンプレー
トを作成する) を選択します。

2. [Create environment template] (環境テンプレートを作成する) ページの [Template options] (テンプ
レートオプション) セクションで [Create a template for provisioning new environments] (新しい環境の
プロビジョニング用のテンプレートを作成する) を選択します。

3. 「テンプレートバンドルのソース」セクションで、「Git からテンプレートバンドルを同期」を選択し
ます。

4. 「テンプレート定義リポジトリ」セクションで、「リンクされた Git リポジトリを選択」を選択しま
す。

5. my-proton-connectionリポジトリリストから選択します。
6. ブランチリストから main を選択します。
7. Proton 環境テンプレートの詳細セクションにあります。

a. テンプレート名として fargate-env を入力します。
b. 環境テンプレート表示名として My Fargate Environment を入力します。
c. (オプション) 環境テンプレートの説明を入力します。

8. (オプション) [Tags] (タグ) セクションで [Add new tag] (新しいタグを追加) を選択し、キーと値を入力
してカスタマーマネージドタグを作成します。

9. [Create Environment template] (環境テンプレートの作成) を選択します。
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ステップ 4: サービステンプレートを作成する

新しいページが開き、新しい環境テンプレートのステータスと詳細が表示されます。これらの詳細に
は、AWSとカスタマーマネージドタグの一覧が含まれます。 AWS ProtonAWS Protonリソースを作成
すると、AWSマネージドタグが自動的に生成されます。詳細については、「AWS Protonリソースと
タグ付け (p. 260)」を参照してください。

10. 新しい環境テンプレートのステータスは [Draft] (ドラフト) から始まります。表示やアクセスできるの
は、自分と自分以外の proton:CreateEnvironment アクセス許可があるユーザーです。次の手順
に従って、テンプレートを自分以外のユーザーが使用できるようにします。

11. [Template versions] (テンプレートのバージョン) セクションで、先ほど作成したテンプレートのマイ
ナーバージョン (1.0) の左側にあるラジオボタンを選択します。別の方法としては、情報アラートバ
ナーで [Publish] (発行) を選択して次のステップをスキップします。

12. [Template versions] (テンプレートのバージョン) セクションで [Publish] (発行) を選択します。
13. テンプレートのステータスが [Published] (発行) に変わります。最新バージョンのテンプレートなの

で、これは [Recommended] (推奨) バージョンです。
14. ナビゲーションペインで [Environment templates] (環境テンプレート) を選択します。

新しいページに環境テンプレートのリストとテンプレートの詳細が表示されます。

ステップ 4: サービステンプレートを作成する
サービステンプレートを作成します。

1. ナビゲーションペインで [Service templates] (サービステンプレート) を選択します。
2. [Service templates] (サービステンプレート) ページで [Create Service template] (サービステンプレー

トを作成する) を選択します。
3. 「サービステンプレートの作成」ページの「テンプレートバンドルのソース」セクションで、「Git か

らテンプレートバンドルを同期」を選択します。
4. 「テンプレート」セクションで、「リンクされた Git リポジトリを選択」を選択します。
5. my-proton-connectionリポジトリリストから選択します。
6. ブランチリストから main を選択します。
7. Proton サービステンプレートの詳細セクションにあります。

a. サービステンプレート名として backend-fargate-svc を入力します。
b. サービステンプレート表示名として My Fargate Service を入力します。
c. (オプション) サービステンプレートの説明を入力します。

8. [Compatible environment templates] (互換性のある環境テンプレート) セクションで以下の操作をしま
す。

• 環境テンプレート My Fargate Environment の左側にあるチェックボックスをオンにして、新しい
サービステンプレートについて互換性のある環境テンプレートを選択します。

9. [Encryption settings] (暗号化設定) については、デフォルトのままにしておきます。
10. パイプライン定義セクションにあります。

• 「このテンプレートには CI/CD パイプラインが含まれています」ボタンを選択したままにしま
す。

11. [Create service template] (サービステンプレートの作成) を選択します。

新しいページが開き、新しいサービステンプレートのステータスならびに AWS とカスタマーマネー
ジドタグの一覧を含めた詳細が表示されます。

12. 新しいサービステンプレートステータスのステータスは [Draft] (ドラフト) から始まります。アクセス
できるのは管理者のみです。サービステンプレートをデベロッパーが使用できるようにするには、次
の手順に従います。
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13. [Template versions] (テンプレートのバージョン) セクションで、先ほど作成したテンプレートのマイ
ナーバージョン (1.0) の左側にあるラジオボタンを選択します。別の方法としては、情報アラートバ
ナーで [Publish] (発行) を選択して次のステップをスキップします。

14. [Template versions] (テンプレートのバージョン) セクションで [Publish] (発行) を選択します。
15. テンプレートのステータスが [Published] (発行) に変わります。

サービステンプレートの最初のマイナーバージョンが公開され、デベロッパーが使用できるようにな
ります。最新バージョンのテンプレートなので、これは [Recommended] (推奨) バージョンです。

16. ナビゲーションペインで [Service templates] (サービステンプレート) を選択します。

新しいページには、サービステンプレートと詳細のリストが表示されます。

ステップ 5: 環境を作成する
ナビゲーションペインで [Environment] (環境) を選択します。

1. [Create environment] (環境の作成) を選択します。
2. [Choose an environment template] (環境テンプレートを選択する) ページで、先ほど作成したテンプ

レートを選択します。My Fargate Environment という名前が付いています。次いで、[Configure] (設
定) を選択します。

3. 「環境設定」ページの「プロビジョニング」セクションで、「プロビジョニング方法」を選択します
AWS Proton。

4. 「デプロイアカウント」セクションで、「これ」を選択しますAWS アカウント。
5. [Environment Settings] (環境の設定) で環境名として「my-fargate-environment」を入力します。
6. 「環境ロール」セクションで「新規サービスロール」を選択するか、AWS Protonサービスロールがす

でに作成されている場合は「既存のサービスロール」を選択します。

a. [New service role] (新しいサービスロール) を選択して新しいロールを作成します。

i. [Environment role name (環境ロール名) として MyProtonServiceRole を入力します。
ii. アカウント内で管理者権限を持つAWS Protonサービスロールを作成することに同意するに

は、チェックボックスをオンにします。
b. [Existing service role] (既存のサービスロール) を選択して既存のロールを使用します。

• [Environment role name] (環境ロール名) ドロップダウンフィールドでロールを選択します。
7. [Next] (次へ) を選択します。
8. [Configure custom settings] (カスタム設定の構成) ページで、デフォルト値を使用します。
9. [Next] (次へ) を選択して入力を見直します。
10. [Create] (作成) を選択します。

環境の詳細とステータス、ならびに環境に関する AWS マネージドタグとカスタマーマネージドタ
グ。

11. ナビゲーションペインで [Environments] (環境) を選択します。

新しいページには、ステータスやその他の環境の詳細とともに環境のリストが表示されます。

ステップ 6: オプション-サービスを作成してアプリ
ケーションをデプロイする
1. AWS Proton コンソールを開きます。
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ステップ 7: クリーンアップします。

2. ナビゲーションペインで [Services] (サービス) を選択します。
3. [Services] (サービス) ページで [Create service] (サービスの作成) を選択します。
4. [Choose a service template] (サービステンプレートを選択する) ページでテンプレートカードの右上に

あるラジオボタンを選択して My Fargate Service テンプレートを選択します。
5. ページの右下にある [Configure] (設定) を選択します。
6. [Configure service] (サービスを構成する) ページで [Service settings] (サービス設定) セクションに

サービス名 my-service を入力します。
7. (オプション) サービスの説明を入力します。
8. [Service repository settings] (サービスリポジトリ設定) セクションで、次のように操作します。

a. CodeStar 接続については、リストから接続を選択します。
b. [Repository name] (リポジトリ名) でソースコードが含まれているリポジトリの名前を選択しま

す。
c. [Branch name] (ブランチ名) でソースコードが含まれているリポジトリの名前を選択します。

9. (オプション) [Tags] (タグ) セクションで [Add new tag] (新しいタグを追加) を選択し、キーと値を入力
してカスタマーマネージドタグを作成します。次いで、[Next] (次へ) を選択します。

10. [] (カスタム設定を構成する) ページで次の手順に従って、[Service instance] (サービスインスタンス) 
セクションの [New instance] (新しいインスタンス) セクションでサービスインスタンスパラメータの
カスタム値を指定します。

a. インスタンス名 my-app-service を入力します。
b. サービスインスタンス用に環境 my-fargate-environment を選択します。
c. 残りのインスタンスパラメータをデフォルトのままにします。
d. [Pipeline inputs] (パイプライン入力) をデフォルトのままにします。
e. [Next] (次へ) を選択して入力を見直します。
f. [Create] (作成) を選択してサービスのステータスと詳細を表示します。

11. サービスの詳細ページで、[Overview] (概要) タブと [Pipeline] (パイプライン) タブを選択してサービ
スインスタンスとパイプラインのステータスを確認します。これらのページではAWSやカスタマー
マネージドタグも表示できます。 AWS ProtonAWSマネージドタグを自動的に作成します。[Manage 
tags] (タグの管理) を選択して、カスタマーマネージドタグを作成や変更します。タグ付けの詳細につ
いては、「AWS Protonリソースとタグ付け (p. 260)」を参照してください。

12. サービスがアクティブになったら、「概要」タブの「サービスインスタンス」セクションで、サービ
スインスタンスの名前を選択しますmy-app-service。

サービスインスタンスの詳細ページが表示されます。
13. アプリケーションを表示するには、「出力」セクションで、ServiceEndpointリンクをブラウザにコ

ピーします。

Web ページにAWS Protonグラフィックが表示されます。
14. サービスを作成したら、ナビゲーションペインで、[Services] (サービス) を選択してサービスのリスト

を表示します。

ステップ 7: クリーンアップします。
1. AWS Proton コンソールを開きます。
2. サービスを削除する (サービスを作成した場合)

a. ナビゲーションペインで [Services] (サービス) を選択します。
b. [Services] (サービス) ページで、サービス名 my-service を選択します。

画面は my-service のサービス詳細ページに移行します。
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CLI の使用を開始する

c. ページの右上にある [Actions] (アクション) メニューで [Delete] (削除) を選択します。
d. モーダルから Delete アクションの確認を求めるプロンプトが表示されます。
e. 指示に従って操作し、[Yes, delete] (はい、削除します) を選択します。

3. 環境を削除する

a. ナビゲーションペインで [Environments] (環境) を選択します。
b. [Environments] (環境) ページで、先ほど作成した環境の左側にあるラジオボタンを選択します。
c. [Actions] (アクション) を選択してから [Delete] (削除) を選択します。
d. モーダルから Delete アクションの確認を求めるプロンプトが表示されます。
e. 指示に従って操作し、[Yes, delete] (はい、削除します) を選択します。

4. サービステンプレートを削除する

a. ナビゲーションペインで [Service templates] (サービステンプレート) を選択します。
b. サービステンプレートページで、サービステンプレートの左にあるラジオボタンを選択しま

すmy-svc-template。
c. [Actions] (アクション) を選択してから [Delete] (削除) を選択します。
d. モーダルから Delete アクションの確認を求めるプロンプトが表示されます。
e. 指示に従って操作し、[Yes, delete] (はい、削除します) を選択します。これでサービステンプ

レートとそのすべてのバージョンが削除されます。
5. 環境テンプレートを削除する

a. ナビゲーションペインで [Environment templates] (環境テンプレート) を選択します。
b. 環境テンプレートページで、左側にあるラジオボタンを選択しますmy-env-template。
c. [Actions] (アクション) を選択してから [Delete] (削除) を選択します。
d. モーダルから Delete アクションの確認を求めるプロンプトが表示されます。
e. 指示に従って操作し、[Yes, delete] (はい、削除します) を選択します。これで環境テンプレート

とそのすべてのバージョンが削除されます。
6. コードスター接続を削除する

AWS CLI の開始方法
AWS Protonを使い始めるにはAWS CLI、このチュートリアルに従ってください。このチュートリアルで
は、AWS Protonをベースにした一般向けの負荷分散サービスを紹介しますAWS Fargate。このチュートリ
アルでは、画像を表示した静的 Web サイトをデプロイする CI/CD パイプラインも用意します。

開始する前に、正しく設定されていることを確認してください。詳細については、「the section called “前
提条件” (p. 8)」を参照してください。

ステップ 1: 環境テンプレートを登録する
このステップでは、管理者として、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターと 2 つの
パブリック/プライベートサブネットを持つ Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を含むサンプル
環境テンプレートを登録します。

環境テンプレートを登録するには

1. AWS Proton CloudFormation GitHub サンプルテンプレートリポジトリをアカウントまたは組織に
フォークします。このリポジトリには、このチュートリアルで使用する環境とサービステンプレート
が含まれています。

次に、AWS Protonフォークしたリポジトリをに登録します。詳細については、「the section called 
“リポジトリリンクの作成” (p. 202)」を参照してください。
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2. サービステンプレートを登録する

2. 環境テンプレートを作成します。

環境テンプレートリソースは、環境テンプレートのバージョンを追跡します。

$ aws proton create-environment-template \ 
  --name "fargate-env" \ 
  --display-name "Public VPC Fargate" \ 
  --description "VPC with public access and ECS cluster"

3. テンプレート同期設定を作成します。

AWS Protonリポジトリと環境テンプレートの間に同期関係を設定します。次に、テンプレートバー
ジョン 1.0DRAFT をステータスで作成します。

$ aws proton create-template-sync-config \ 
  --template-name "fargate-env" \ 
  --template-type "ENVIRONMENT" \ 
  --repository-name "your-forked-repo" \ 
  --repository-provider "GITHUB" \ 
  --branch "your-branch" \ 
  --subdirectory "environment-templates/fargate-env"

4. 環境テンプレートのバージョンが正常に登録されるまでお待ちください。

このコマンドが終了ステータスで戻ると0、バージョン登録は完了です。これはスクリプトで次のス
テップでコマンドを正常に実行できるようにするのに役立ちます。

$ aws proton wait environment-template-version-registered \ 
  --template-name "fargate-env" \ 
  --major-version "1" \ 
  --minor-version "0"

5. 環境テンプレートバージョンを公開して、環境の作成可能にします。

$ aws proton update-environment-template-version \ 
  --template-name "fargate-env" \ 
  --major-version "1" \ 
  --minor-version "0" \ 
  --status "PUBLISHED"

ステップ 2: サービステンプレートを登録する
このステップでは、管理者として、サンプルサービステンプレートを登録します。このテンプレートに
は、ロードバランサーと、を使用する CI/CD パイプラインの背後にある Amazon ECS Fargate サービスの
プロビジョニングに必要なすべてのリソースが含まれていますAWS CodePipeline。

サービステンプレートを登録するには

1. サービステンプレートを作成します。

サービステンプレートリソースは、サービステンプレートバージョンを追跡します。

$ aws proton create-service-template \ 
  --name "load-balanced-fargate-svc" \ 
  --display-name "Load balanced Fargate service" \ 
  --description "Fargate service with an application load balancer"

2. テンプレート同期設定を作成します。
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3. 環境をデプロイする

AWS Protonリポジトリとサービステンプレート間の同期関係を設定します。次に、テンプレートバー
ジョン 1.0DRAFT をステータスで作成します。

$ aws proton create-template-sync-config \ 
  --template-name "load-balanced-fargate-svc" \ 
  --template-type "SERVICE" \ 
  --repository-name "your-forked-repo" \ 
  --repository-provider "GITHUB" \ 
  --branch "your-branch" \ 
  --subdirectory "service-templates/load-balanced-fargate-svc"

3. サービステンプレートバージョンが正常に登録されるまでお待ちください。

このコマンドが終了ステータスで戻ると0、バージョン登録は完了です。これはスクリプトで次のス
テップでコマンドを正常に実行できるようにするのに役立ちます。

$ aws proton wait service-template-version-registered \ 
  --template-name "load-balanced-fargate-svc" \ 
  --major-version "1" \ 
  --minor-version "0"

4. サービステンプレートバージョンを公開してサービスを作成可能にします。

$ aws proton update-service-template-version \ 
  --template-name "load-balanced-fargate-svc" \ 
  --major-version "1" \ 
  --minor-version "0" \ 
  --status "PUBLISHED"

ステップ 3: 環境をデプロイする
このステップでは、管理者として、AWS Proton環境テンプレートから環境をインスタンス化します。

環境をデプロイするには

1. 登録した環境テンプレートのサンプルスペックファイルを入手してください。

このファイルは、environment-templates/fargate-env/spec/spec.yamlテンプレートのサ
ンプルリポジトリからダウンロードできます。または、リポジトリ全体をローカルで取得し、create-
environmentenvironment-templates/fargate-envディレクトリからコマンドを実行することも
できます。

2. 環境を作成します。

AWS Proton環境仕様から入力値を読み取り、それを環境テンプレートと組み合わせて、AWSAWS 
Protonサービスロールを使用してアカウントに環境リソースをプロビジョニングします。

$ aws proton create-environment \ 
  --name "fargate-env-prod" \ 
  --template-name "fargate-env" \ 
  --template-major-version 1 \ 
  --proton-service-role-arn "arn:aws:iam::123456789012:role/AWSProtonServiceRole" \ 
  --spec "file://spec/spec.yaml"

3. 環境が正常にデプロイされるまでお待ちください。

$ aws proton wait environment-deployed --name "fargate-env-prod"
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4. サービスをデプロイする

ステップ 4: サービスをデプロイする [アプリケーショ
ン開発者]
前のステップでは、管理者がサービステンプレートを登録して公開し、環境を展開しました。アプリケー
ション開発者は、AWS ProtonAWS Protonサービスを作成して環境にデプロイできるようになりました

サービスをデプロイするには

1. 管理者が登録したサービステンプレートのサンプルスペックファイルを入手してください。

このファイルは、service-templates/load-balanced-fargate-svc/spec/spec.yamlテン
プレートのサンプルリポジトリからダウンロードできます。または、リポジトリ全体をローカルで取
得し、create-serviceservice-templates/load-balanced-fargate-svcディレクトリからコマ
ンドを実行することもできます。

2. AWS Proton GitHub サンプルサービスリポジトリをアカウントまたは組織にフォークします。このリ
ポジトリには、このチュートリアルで使用するアプリケーションのソースコードが含まれています。

3. サービスを作成する

AWS Protonサービススペックから入力値を読み取り、それをサービステンプレートと組み合わせ
て、AWSスペックで指定されている環境のアカウントにサービスリソースをプロビジョニングしま
す。AWS CodePipelineパイプラインは、コマンドで指定したリポジトリからアプリケーションコード
をデプロイします。

$ aws proton create-service \ 
  --name "static-website" \ 
  --repository-connection-arn \ 
    "arn:aws:codestar-connections:us-east-1:123456789012:connection/your-codestar-
connection-id" \ 
  --repository-id "your-GitHub-account/aws-proton-sample-services" \ 
  --branch-name "main" \ 
  --template-major-version 1 \ 
  --template-name "load-balanced-fargate-svc" \ 
  --spec "file://spec/spec.yaml"

4. サービスが正常にデプロイされるのを待ちます。

$ aws proton wait service-created --name "static-website"

5. 出力を取得して、新しい Web サイトを表示します。

次のコマンドを実行します。

$ aws proton list-service-instance-outputs \ 
  --service-name "static-website" \ 
  --service-instance-name load-balanced-fargate-svc-prod

コマンドの出力は次のようになります。

{ 
    "outputs": [ 
        { 
            "key": "ServiceURL", 
            "valueString": "http://your-service-endpoint.us-east-1.elb.amazonaws.com" 
        } 
    ]
}
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5. クリーンアップ

ServiceURLインスタンス出力の値は、新しいサービス Web サイトのエンドポイントです。ブラウ
ザを使用してそのページに移動します。静的ページでは、次のグラフィックが表示されます。

ステップ 5: クリーンアップする (オプション)
このステップでは、AWSこのチュートリアルの一部として作成したリソースを確認し終えたら、これらの
リソースに関連するコストを節約するために、リソースを削除します。

チュートリアルでのリソースを削除するには

1. サービスを削除するには、次のコマンドを実行します。

$ aws proton delete-service --name "static-website"

2. 環境を削除するには、次のコマンドを実行します。

$ aws proton delete-environment --name "fargate-env-prod"

3. サービステンプレートを削除するには、次のコマンドを実行します。

$ aws proton delete-template-sync-config \ 
  --template-name "load-balanced-fargate-svc" \ 
  --template-type "SERVICE"
$ aws proton delete-service-template --name "load-balanced-fargate-svc"

4. 環境テンプレートを削除するには、次のコマンドを実行します。

$ aws proton delete-template-sync-config \ 
  --template-name "fargate-env" \ 
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  --template-type "ENVIRONMENT"
$ aws proton delete-environment-template --name "fargate-env"

AWS Protonテンプレートライブラリ
AWS Proton GitHubチームは上のテンプレートサンプルのライブラリを管理しています。ライブラリに
は、多くの一般的な環境およびアプリケーションの Infrastructure as Code (IaC) ファイルの例が含まれて
います。

テンプレートライブラリは次の 2 GitHub つのリポジトリに保存されます。

• aws-proton-cloudformation-sample-templates — Jinja を IaC AWS CloudFormation言語として使用する
テンプレートバンドルの例。AWS-マネージド・プロビジョニング (p. 24)これらの例は環境に使用で
きます。

• aws-proton-terraform-sample-テンプレート — IaC 言語として Terraform を使用するテンプレートバンド
ルの例。セルフマネージドプロビジョニング (p. 27)これらの例は環境に使用できます。

これらのリポジトリにはそれぞれ、READMEリポジトリの内容と構造に関する完全な情報を含むファイルが
あります。各例には、テンプレートが対象とするユースケース、例のアーキテクチャ、およびテンプレー
トが取る入力パラメータに関する情報が含まれています。

GitHub ライブラリのリポジトリのいずれかをアカウントにフォークすることで、このライブラリ内のテン
プレートを直接使用できます。または、これらの例を環境とサービステンプレートを開発するための出発
点として使用してください。
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AWS Proton の仕組み
を使用してAWS Proton、環境をプロビジョニングし、その環境で実行されているサービスをプロビジョニ
ングします。環境とサービスは、AWS Protonそれぞれバージョン対応テンプレートライブラリで選択した
環境テンプレートとサービステンプレートに基づいています。

管理者として、で環境テンプレートを選択する際にAWS Proton、入力パラメータに必要な値を指定し
ます。

AWS Proton環境テンプレートとパラメータ値を使用して環境テンプレートをプロビジョニングしま
す。

デベロッパーまたは管理者として、で環境テンプレートを選択する際にAWS Proton、入力パラメータ
に必要な値を指定します。アプリケーションまたはサービスをデプロイする環境も選択します。

AWS Protonは、サービステンプレート、およびサービスと選択した環境パラメータ値の両方を使用し
て、サービスをプロビジョニングします。

入力パラメータの値を指定することで再利用するテンプレートおよび複数のユースケース、アプリケー
ション、またはサービスをカスタマイズできます。

これを機能させるには、環境またはサービステンプレートバンドルを作成し、登録済みの環境またはサー
ビステンプレートにそれぞれアップロードします。

テンプレートバンドル (p. 31)には、AWS Proton環境またはサービスのプロビジョニングに必要なすべ
てが含まれています。

環境テンプレートを作成する際に、環境テンプレートを作成する際に、AWS Proton環境またはサービスの
プロビジョニングに使用するパラメトリックインフラストラクチャをコード (IaC) ファイルとして含むテ
ンプレートバンドルをアップロードします。
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オブジェクト

環境またはサービステンプレートを選択して環境またはサービスを作成または更新する場合、テンプレー
トバンドル iaC ファイルパラメータの値を指定します。

トピック
• AWS Protonオブジェクト (p. 21)
• AWS Protonインフラストラクチャのプロビジョニング方法 (p. 23)
• AWS Proton の用語 (p. 29)

AWS Protonオブジェクト
次の図は、AWS Protonメインオブジェクトと、AWS他のオブジェクトやサードパーティオブジェクトと
の関係を示しています。矢印はデータフローの方向 (依存関係の逆方向) を表します。

図に従って、AWS Protonこれらのオブジェクトの簡単な説明と参照リンクを示します。

• 環境テンプレート —AWS Proton 環境の作成に使用できる環境テンプレートバージョンのコレクショ
ン。
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オブジェクト

詳細については、テンプレートオーサリングとバンドル (p. 31) および テンプレート (p. 104) を参
照してください。

• 環境テンプレートバージョン — 環境テンプレートの特定のバージョン。S3 バケットまたは Git リポジ
トリからテンプレートバンドルを入力として受け取ります。バンドルは、コードとしてのインフラスト
ラクチャ (IaC)AWS Proton と環境の関連入力パラメータを指定します。

詳細については、「the section called “バージョン” (p. 105)」、「the section called “公
開” (p. 106)」、および「the section called “テンプレートの同期設定” (p. 124)」を参照してくださ
い。

• 環境 —AWSAWS Proton サービスがデプロイされる共有インフラストラクチャリソースとアクセスポリ
シーのセット。 AWSリソースは、特定のパラメータ値で呼び出された環境テンプレートバージョンを使
用してプロビジョニングされます。アクセスポリシーはサービスロールで提供されます。

詳細については、「環境 (p. 139)」を参照してください。
• サービステンプレート —AWS Proton サービスの作成に使用できるサービステンプレートバージョンの

コレクション。

詳細については、テンプレートオーサリングとバンドル (p. 31) および テンプレート (p. 104) を参
照してください。

• サービステンプレートのバージョン-サービステンプレートの特定のバージョン。S3 バケットまたは Git
リポジトリからテンプレートバンドルを入力として受け取ります。バンドルは、AWS Protonサービスの
コードとしてのインフラストラクチャ (IaC) と関連する入力パラメータを指定します。

サービステンプレートバージョンでは、バージョンに基づいてサービスインスタンスに次の制約も指定
されています。
• 互換性のある環境テンプレート — インスタンスは、これらの互換性のある環境テンプレートに基づく

環境でのみ実行できます。
• サポートされているコンポーネントソース — 開発者がインスタンスに関連付けることができるコン

ポーネントのタイプ。

詳細については、「the section called “バージョン” (p. 105)」、「the section called “公
開” (p. 106)」、および「the section called “テンプレートの同期設定” (p. 124)」を参照してくださ
い。

• サービス — サービステンプレートで指定されたリソースを使用してアプリケーションを実行するサービ
スインスタンスのコレクションです。オプションで、これらのインスタンスにアプリケーションコード
をデプロイする CI/CD パイプラインも使用できます。

この図では、サービステンプレートの破線は、サービスがテンプレートをサービスインスタンスとパイ
プラインに渡すことを意味します。

詳細については、「サービス (p. 168)」を参照してください。
• サービスインスタンス —AWSAWS Proton 特定の環境でアプリケーションを実行するインフラストラク

チャリソースのセット。 AWSリソースは、特定のパラメータ値で呼び出されたサービステンプレート
バージョンを使用してプロビジョニングされます。

詳細については、サービス (p. 168) および the section called “インスタンスを更新する” (p. 182) を参
照してください。

• パイプライン — アプリケーションをサービスのインスタンスにデプロイし、このパイプラインをプロビ
ジョニングするためのアクセスポリシーを備えたオプションの CI/CD パイプラインです。アクセスポリ
シーはサービスロールで提供されます。AWS Protonサービスには常にパイプラインが関連付けられてい
るわけではありません。アプリコードのデプロイは外部で管理することを選択できますAWS Proton。

この図では、サービスの破線とパイプラインの周りの破線は、CI/CD デプロイメントを自分で管理する
ことを選択した場合、AWS Protonパイプラインが作成されず、AWS独自のパイプラインがアカウント
内に存在しない可能性があることを意味します。
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詳細については、サービス (p. 168) および the section called “パイプラインを更新する” (p. 186) を参
照してください。

• コンポーネント — 開発者が定義したサービスインスタンスの拡張です。環境とサービスインスタンスに
よって提供されるリソースに加えて、AWS特定のアプリケーションが必要とする可能性のある追加のイ
ンフラストラクチャリソースを指定します。プラットフォームチームは、コンポーネントロールを環境
に関連付けることで、コンポーネントがプロビジョニングできるインフラストラクチャを制御します。

詳細については、「コンポーネント (p. 191)」を参照してください。

AWS Protonインフラストラクチャのプロビジョニ
ング方法

AWS Proton次のいずれかの方法でインフラストラクチャをプロビジョニングできます。

• AWS-マネージドプロビジョニング —AWS Proton ユーザーに代わってプロビジョニングエンジンを呼
び出します。AWS CloudFormationこのメソッドはテンプレートバンドルのみをサポートします。詳細
については、「the section called “AWS CloudFormation IaC ファイル” (p. 50)」を参照してくださ
い。

• CodeBuild プロビジョニング —AWS ProtonAWS CodeBuild ユーザーが提供するシェルコマンドを実行
するために使用します。AWS Protonコマンドは、インフラストラクチャのプロビジョニングまたはプロ
ビジョニング解除、および出力値の生成を行う入力を読み取ることができます。この方法のテンプレー
トバンドルには、マニフェストファイル内のコマンドと、これらのコマンドに必要なプログラム、スク
リプト、またはその他のファイルが含まれます。

CodeBuild プロビジョニングの使用例として、AWSを使用してリソースをプロビジョニングするコード
や、CDKAWS Cloud Development Kit (AWS CDK) をインストールして CDK コードを実行するマニフェ
ストを含めることができます。

詳細については、「the section called “CodeBuild バンドル” (p. 85)」を参照してください。

Note

CodeBuild プロビジョニングは環境とサービスで使用できます。現時点では、この方法でコン
ポーネントをプロビジョニングすることはできません。

• セルフマネージドプロビジョニング — 提供したリポジトリにプルリクエスト (PR)AWS Proton を発行
します。このリポジトリでは、独自のインフラストラクチャデプロイシステムがプロビジョニングプロ
セスを実行します。このメソッドは Terraform テンプレートバンドルのみをサポートします。詳細につ
いては、「the section called “Terraform IaC ファイル” (p. 89)」を参照してください。

AWS Proton各環境とサービスのプロビジョニング方法を個別に決定および設定します。環境または
サービスを作成または更新すると、AWS Proton提供されたテンプレートバンドルを調べて、テンプ
レートバンドルが示すプロビジョニング方法を決定します。環境レベルでは、AWS Identity and Access 
Management（IAM）ロール、環境アカウント接続、またはインフラストラクチャリポジトリなど、環境
とその潜在的なサービスがプロビジョニング方法に必要となる可能性のあるパラメーターを指定します。

AWS Protonを使用してサービスをプロビジョニングする開発者は、プロビジョニング方法に関係なく同じ
エクスペリエンスを得ることができます。開発者はプロビジョニング方法を知る必要もなければ、サービ
スのプロビジョニングプロセスで何も変更する必要もありません。サービステンプレートはプロビジョニ
ング方法を設定し、開発者がサービスをデプロイする各環境はサービスインスタンスのプロビジョニング
に必要なパラメータを提供します。

次の図は、さまざまなプロビジョニング方法の主要な特徴をまとめたものです。表の後のセクションで
は、各方法について詳しく説明します。
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AWS-マネージド・プロビジョニング

プロビジョニン
グの方法

テンプレート プロビジョニング ステータスの追跡者

AWS-管理された マニフェスト、ス
キーマ、IAc ファイル 
(CloudFormation)

AWS Proton(スルー 
CloudFormation)

AWS Proton(スルー 
CloudFormation)

CodeBuild マニフェスト (コマンド
を含む)、スキーマ、コマ
ンド依存関係 (AWS CDK
コードなど)

AWS Proton(スルー 
CodeBuild)

AWS Proton(コマンドはを
介してステータスを返しま
す CodeBuild)

self-managed マニフェスト、ス
キーマ、IAC ファイル 
(Terraform)

コード (Git アクションを
使用)

コード (APIAWS 呼び出し
を通じて渡される)

AWSマネージドプロビジョニングの仕組み
AWS環境またはサービスが管理プロビジョニングを使用する場合、インフラストラクチャは次のようにプ
ロビジョニングされます。

1. AWS Proton顧客 (管理者または開発者)AWS Proton がリソース (環境またはサービス) を作成しま
す。顧客はリソースのテンプレートを選択し、必要なパラメータを指定します。詳細については、
次のセクションを参照してくださいthe section called “AWS管理型プロビジョニングに関する考慮事
項” (p. 24)。

2. AWS ProtonAWS CloudFormationリソースをプロビジョニングするための完全なテンプレートをレンダ
リングします。

3. AWS ProtonAWS CloudFormationを呼び出して、レンダリングされたテンプレートを使用してプロビ
ジョニングを開始します。

4. AWS ProtonAWS CloudFormation展開を継続的に監視します。
5. プロビジョニングが完了すると、AWS Proton障害が発生した場合はエラーを報告し、成功した場合は 

Amazon VPC ID などのプロビジョニング出力をキャプチャします。

次の図は、AWS Protonがこれらのステップのほとんどを直接処理することを示しています。

AWS管理型プロビジョニングに関する考慮事項
• インフラストラクチャプロビジョニングロール —AWS 環境またはその中で実行されているサービスイ

ンスタンスがマネージドプロビジョニングを使用する場合、管理者は IAM ロールを (AWS Proton直接ま
たは環境アカウント接続の一部として) 設定する必要があります。 AWS Protonは、このロールを使用し
て、AWSこれらの管理対象プロビジョニングリソースのインフラストラクチャをプロビジョニングしま
す。ロールには、AWS CloudFormationこれらのリソースのテンプレートに含まれるすべてのリソース
を作成するための権限が必要です。
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CodeBuild プロビジョニング

詳細については、the section called “IAM ロール” (p. 139) および the section called “サービスロールポ
リシーの例” (p. 226) を参照してください。

• サービスプロビジョニング —AWS 開発者がマネージドプロビジョニングを使用するサービスインスタ
ンスを環境にデプロイすると、AWS Protonその環境に提供されたロールを使用してサービスインスタン
スのインフラストラクチャをプロビジョニングします。開発者にはこのロールが表示されず、変更する
こともできません。

• パイプライン付きサービス —AWS-managed provisioning を使用するサービステンプレートには、AWS 
CloudFormation YAML スキーマで記述されたパイプライン定義が含まれる場合があります。 AWS 
Protonまた、を呼び出してパイプラインを作成しますAWS CloudFormation。AWS Protonパイプライン
の作成に使用するロールは、個々の環境のロールとは異なります。AWS ProtonAWSこのロールはアカ
ウントレベルで一度だけ個別に提供され、AWSすべての管理対象パイプラインのプロビジョニングと管
理に使用されます。このロールには、パイプラインに必要なパイプラインやその他のリソースを作成す
る権限が必要です。

次の手順では、にパイプラインロールを提供する方法を示しますAWS Proton。
AWS Proton console

パイプラインロールを提供するには

1. AWS Protonコンソールのナビゲーションペインで、「設定」>「アカウント設定」 を選択し、
「構成」を選択します。

2. PipelineAWS-managed role セクションを使用して、AWS-managed プロビジョニング用の新規
または既存のパイプラインロールを設定します。

AWS Proton API

パイプラインロールを提供するには

1. UpdateAccountSettingsAPI アクションを使用してください。
2. pipelineServiceRoleArnパラメータにパイプライン環境ロールの Amazon リソースネーム 

(ARN) を指定します。

AWS CLI

パイプラインロールを提供するには

次のコマンドを実行します。

$ aws proton update-account-settings \ 
    --pipeline-service-role-arn \ 
        "arn:aws:iam::123456789012:role/my-pipeline-role"

CodeBuild プロビジョニングの仕組み
CodeBuild 環境またはサービスがプロビジョニングを使用する場合、インフラストラクチャは次のように
プロビジョニングされます。

1. AWS Proton顧客 (管理者または開発者)AWS Proton がリソース (環境またはサービス) を作成しま
す。顧客はリソースのテンプレートを選択し、必要なパラメータを指定します。詳細については、
次のセクションを参照してくださいthe section called “ CodeBuild プロビジョニングに関する考慮事
項” (p. 26)。
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2. AWS Protonリソースをプロビジョニングするための入力パラメータ値を含む入力ファイルをレンダリ
ングします。

3. AWS Proton CodeBuild 電話をかけて仕事を始める。 CodeBuild ジョブは、テンプレートで指定された
カスタマーシェルコマンドを実行します。これらのコマンドは、オプションで入力値を読み取る一方
で、必要なインフラストラクチャをプロビジョニングします。

4. プロビジョニングが完了すると、 CodeBuild 最後のカスタマーコマンドはプロビジョニングステータス
をに返し、NotifyResourceDeploymentStatusChangeAWS ProtonAPI アクションを呼び出して Amazon 
VPC ID などの出力を提供します（存在する場合）。

Important

CodeBuild コマンドがプロビジョニングステータスをに正しく返し、出力を提供するようにし
てください。そうしないと、AWS Protonプロビジョニングステータスを適切に追跡できず、
サービスインスタンスに正しい出力を提供できません。

次の図は、AWS Proton CodeBuild ジョブ内で実行されるステップとコマンドが実行するステップを示し
ています。

CodeBuild プロビジョニングに関する考慮事項
• インフラストラクチャプロビジョニングロール — CodeBuild 環境またはその中で実行されているサービ

スインスタンスがベースのプロビジョニングを使用する場合、管理者は IAM ロールを (AWS Proton直接
または環境アカウント接続の一部として) 設定する必要があります。 AWS Protonは、 CodeBuild この
ロールを使用してこれらのプロビジョニングリソースのインフラストラクチャをプロビジョニングしま
す。ロールには、 CodeBuild これらのリソースのテンプレート内のコマンドが提供するすべてのリソー
スを作成するための権限が必要です。

詳細については、the section called “IAM ロール” (p. 139) および the section called “サービスロールポ
リシーの例” (p. 226) を参照してください。

• サービスプロビジョニング — CodeBuild 開発者がプロビジョニングを使用するサービスインスタンスを
環境にデプロイすると、AWS Protonその環境に提供されたロールを使用してサービスインスタンスのイ
ンフラストラクチャをプロビジョニングします。開発者にはこのロールが表示されず、変更することも
できません。

• パイプライン付きサービス — CodeBuild プロビジョニングを使用するサービステンプレートには、パイ
プラインをプロビジョニングするコマンドが含まれる場合があります。 AWS Protonまた、を呼び出し
てパイプラインを作成します CodeBuild。AWS Protonパイプラインの作成に使用するロールは、個々の
環境のロールとは異なります。AWS ProtonAWSこのロールはアカウントレベルで一度だけ個別に提供
され、 CodeBuildすべてのベースパイプラインのプロビジョニングと管理に使用されます。このロール
には、パイプラインに必要なパイプラインやその他のリソースを作成する権限が必要です。

次の手順では、にパイプラインロールを提供する方法を示しますAWS Proton。
AWS Proton console

パイプラインロールを提供するには

1. AWS Protonコンソールのナビゲーションペインで、「設定」>「アカウント設定」 を選択し、
「構成」を選択します。
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2. Codebuild パイプラインプロビジョニングロールセクションを使用して、 CodeBuildプロビ
ジョニング用の新規または既存のパイプラインロールを設定します。

AWS Proton API

パイプラインロールを提供するには

1. UpdateAccountSettingsAPI アクションを使用してください。
2. pipelineCodebuildRoleArnパラメータにパイプライン環境ロールの Amazon リソースネー

ム (ARN) を指定します。

AWS CLI

パイプラインロールを提供するには

次のコマンドを実行します。

$ aws proton update-account-settings \ 
    --pipeline-codebuild-role-arn \ 
        "arn:aws:iam::123456789012:role/my-pipeline-role"

セルフマネージドプロビジョニングの仕組み
セルフマネージドプロビジョニングを使用するように環境を構成すると、インフラストラクチャは次のよ
うにプロビジョニングされます。

1. AWS Proton顧客 (管理者または開発者)AWS Proton がリソース (環境またはサービス) を作成します。
顧客はリソースのテンプレートを選択し、必要なパラメータを指定します。環境によっては、お客様は
リンクされたインフラストラクチャリポジトリも提供します。詳細については、次のセクションを参照
してくださいthe section called “セルフマネージドプロビジョニングに関する考慮事項” (p. 28)。

2. AWS Proton完全な Terraform テンプレートをレンダリングします。複数のフォルダーにある可能性の
ある 1 つ以上の Terraform ファイルと 1.tfvars つの変数ファイルで構成されます。 AWS Protonリ
ソース作成呼び出しで提供されるパラメータ値をこの変数ファイルに書き込みます。

3. AWS Protonレンダリングされた Terraform テンプレートを使用して PR をインフラストラクチャリポジ
トリに送信します。

4. 顧客（管理者または開発者）がPRを統合すると、顧客の自動化によってプロビジョニングエンジンがト
リガーされ、マージされたテンプレートを使用してインフラストラクチャのプロビジョニングが開始さ
れます。

Note

顧客 (管理者または開発者) が PR を終了すると、PRAWS Proton は終了と認識され、デプロイ
がキャンセルされたものとしてマークされます。

5. プロビジョニングが完了すると、お客様のオートメーションは
NotifyResourceDeploymentStatusChangeAWS ProtonAPI アクションを呼び出して、完了を示し、ス
テータス (成功または失敗) を提供し、Amazon VPC ID などの出力があれば提供します。

Important

オートメーションコードは、AWS Proton必ずプロビジョニングステータスと出力をに呼び戻し
てください。そうでない場合は、プロビジョニングが必要以上に長く保留中と見なされ、「進
行中」AWS Proton のステータスが表示され続ける可能性があります。
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次の図は、AWS Proton実行する手順と独自のプロビジョニングシステムが実行する手順を示しています。

セルフマネージドプロビジョニングに関する考慮事項
• インフラストラクチャリポジトリ — 管理者がセルフマネージドプロビジョニング用の環境を設定する

場合、リンクされたインフラストラクチャリポジトリを提供する必要があります。 AWS Protonこのリ
ポジトリに PR を送信して、環境のインフラストラクチャとそれにデプロイされているすべてのサービ
スインスタンスをプロビジョニングします。リポジトリ内の顧客所有の自動化アクションには、環境と
サービステンプレートに含まれるすべてのリソースを作成する権限を持つ IAM ロールと、AWS宛先アカ
ウントを反映する ID が必要です。 GitHub ロールを引き受けるアクションの例については、アクション
の「AWS認証情報の設定」 GitHub アクションドキュメントの「ロールを引き受ける」 を参照してくだ
さい。

• 権限 — プロビジョニングコードは、必要に応じてアカウントで認証し (たとえば、AWSアカウントへの
認証)、リソースプロビジョニング承認を提供する (ロールの提供など) 必要があります。

• サービスプロビジョニング — 開発者がセルフマネージドプロビジョニングを使用するサービスインスタ
ンスを環境にデプロイする場合、環境に関連付けられたリポジトリに PRAWS Proton を送信して、サー
ビスインスタンスのインフラストラクチャをプロビジョニングします。開発者はリポジトリを見ること
も変更することもできません。

Note

サービスを作成する開発者は、プロビジョニング方法に関係なく同じプロセスを使用し、その
違いは抽象化されています。ただし、自己管理型のプロビジョニングでは、プロビジョニング
を開始する前に、誰か（自分自身ではないかもしれません）がインフラストラクチャリポジト
リのPRをマージするまで待つ必要があるため、開発者の応答が遅くなる可能性があります。

• パイプライン付きサービス — セルフマネージドプロビジョニングを使用する環境のサービステンプレー
トには、Terraform HCLAWS CodePipeline で記述されたパイプライン定義 (パイプラインなど) が含
まれる場合があります。AWS Protonこれらのパイプラインをプロビジョニングできるようにするため
に、AWS Proton管理者はリンクされたパイプラインリポジトリをに提供します。パイプラインをプロ
ビジョニングする場合、リポジトリ内の顧客所有の自動化アクションは、パイプラインをプロビジョニ
ングする権限を持つ IAM ロールと、AWS宛先アカウントを反映する ID を引き継ぐ必要があります。パ
イプラインのリポジトリとロールは、個々の環境で使用されるものとは異なります。リンクされたリポ
ジトリは、AWS ProtonAWSアカウントレベルで一度だけ個別に提供され、すべてのパイプラインのプ
ロビジョニングと管理に使用されます。ロールには、パイプラインに必要なパイプラインやその他のリ
ソースを作成する権限が必要です。

次の手順では、パイプラインリポジトリとロールをに提供する方法を示しますAWS Proton。
AWS Proton console

パイプラインロールを提供するには

1. AWS Protonコンソールのナビゲーションペインで、「設定」>「アカウント設定」 を選択し、
「構成」を選択します。

2. CI/CD パイプラインリポジトリセクションを使用して、新規または既存のリポジトリリンクを
設定します。
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AWS Proton API

パイプラインロールを提供するには

1. UpdateAccountSettingsAPI アクションを使用してください。
2. pipelineProvisioningRepositoryパラメーターに、パイプラインリポジトリのプロバイ

ダー、名前、ブランチを指定します。

AWS CLI

パイプラインロールを提供するには

次のコマンドを実行します。

$ aws proton update-account-settings \ 
    --pipeline-provisioning-repository \ 
        "provider=GITHUB,name=my-pipeline-repo-name,branch=my-branch"

• 自己管理型のプロビジョニングリソースの削除 — Terraform モジュールには、リソース定義に加え
て、Terraform の操作に必要な構成要素が含まれる場合があります。そのため、環境またはサービスイ
ンスタンスのすべての TerraformAWS Proton ファイルを削除することはできません。代わりに、AWS 
Protonファイルを削除対象としてマークし、PR メタデータのフラグを更新します。オートメーションは
そのフラグを読み取り、それを使用して terraform destroy コマンドをトリガーできます。

AWS Proton の用語
環境テンプレート

複数のアプリケーションまたはリソースで使用される共有インフラストラクチャ (VPC またはクラス
ターなど) を定義します。

環境テンプレートバンドル

環境テンプレートを作成および登録するためにアップロードするファイルのコレクションAWS 
Proton。環境テンプレートバンドルには以下が含まれます。
1. Infrastructure as Code 入力パラメータを定義するスキーマファイル。
2. VPC やクラスターなど、複数のアプリケーションまたはリソースで使用される共有インフラストラ

クチャを定義するコードとしての Infrastructure as Code (IaC) ファイル。
3. IaC ファイルのリストを示すマニフェストファイル。

環境

VPC またはクラスターなど、複数のアプリケーションまたはリソースで使用されるプロビジョニング
された共有インフラストラクチャ。

サービステンプレート

環境内のアプリケーションまたはマイクロサービスをデプロイおよび維持するために必要なインフラ
ストラクチャのタイプを定義します。

サービステンプレートバンドル

サービステンプレートを作成および登録するためにアップロードするファイルのコレクションAWS 
Proton。サービステンプレートのバンドルには以下が含まれます。
1. Infrastructure as Code (IaC) 入力パラメータを定義するスキーマファイル。
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2. 環境内のアプリケーションまたはマイクロサービスをデプロイおよび維持するうえで必要なインフ
ラストラクチャを定義する IaC ファイル。

3. IaC ファイルのリストを示すマニフェストファイル。
4. 任意

a. サービスパイプラインインフラストラクチャを定義する IaC ファイル。
b. IaC ファイルのリストを示すマニフェストファイル。

サービス

環境内のアプリケーションまたはマイクロサービスをデプロイおよび維持するうえで必要なプロビ
ジョニングされたインフラストラクチャ。

サービスインスタンス

環境内のアプリケーションまたはマイクロサービスをサポートするプロビジョニングされたインフラ
ストラクチャ。

サービスパイプライン

パイプラインをサポートするプロビジョニングされたインフラストラクチャ。
テンプレートのバージョン

テンプレートのメジャーバージョンまたはマイナーバージョン。詳細については、「バージョン付き
テンプレート (p. 105)」を参照してください。

入力パラメータ

スキーマファイルで定義され、Infrastructure as Code (IaC) ファイルとして使用されるので、iaC ファ
イルはさまざまなユースケースに繰り返し使用できます。

スキーマファイル

Infrastructure as Code ファイル入力パラメータを定義します。
スペックファイル

インフラストラクチャの値を、スキーマファイルで定義されているコードファイルの入力パラメータ
として指定します。

マニフェストファイル

Infrastructure as Code ファイルの一覧を表示します。
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テンプレートのオーサリングとバン
ドルの作成AWS Proton

AWS ProtonInfrastructure as Code (IaC) ファイルでリソースをプロビジョニングします。再利用可能な 
IaC ファイルでインフラストラクチャを記述します。ファイルをさまざまな環境やアプリケーションで再
利用できるようにするには、ファイルをテンプレートとして作成し、入力パラメータを定義して、これら
のパラメータを IaC 定義で使用します。後でプロビジョニングリソース (環境、サービスインスタンス、
またはコンポーネント) を作成するときに、AWS Protonレンダリングエンジンを使用します。レンダリン
グエンジンは、入力値をテンプレートと組み合わせて、プロビジョニングの準備が整った IaC ファイルを
作成します。

管理者はほとんどのテンプレートをテンプレートバンドルとして作成し、AWS Protonアップロードしてに
登録します。このページの残りの部分では、AWS Protonこれらのテンプレートバンドルについて説明し
ます。ただし、直接定義したコンポーネントは例外です。開発者がコンポーネントを作成し、IaC テンプ
レートファイルを直接提供します。コンポーネントの詳細については、「コンポーネント (p. 191)」を参
照してください。

トピック
• テンプレートバンドル (p. 31)
• AWS Proton パラメータ (p. 32)
• AWS ProtonInfrastructure as Code ファイル (p. 49)
• スキーマファイル (p. 94)
• テンプレートファイルをまとめるAWS Proton (p. 99)
• テンプレートバンドルに関する考慮事項 (p. 102)

テンプレートバンドル
管理者として、を使用してテンプレートを作成して登録 (p. 106)AWS Protonします。これらのテンプ
レートを使用して環境とサービスを作成します。サービスを作成する際、AWS Protonサービスインスタ
ンスをプロビジョニングして選択された環境にデプロイします。詳細については、「AWS Protonプラット
フォームチーム (p. 1)」を参照してください。

でテンプレートを作成して登録するにはAWS Proton、AWS Protonプロビジョニングと環境またはサービ
スをプロビジョニングするために必要な Infrastructure as Code (IaC) ファイルを含むテンプレートバンド
ルをアップロードします。

テンプレートバンドルには以下が含まれます。

• Infrastructure as Code (IaC) ファイル (p. 49)と IaC ファイルのリストを示すマニフェスト YAML ファ
イル (p. 99)。

• IaC ファイル入力パラメータ定義のためのスキーマ YAML ファイル (p. 94)。

CloudFormation 環境テンプレートバンドルには、1 つの IaC ファイルが含まれます。

CloudFormation サービステンプレートバンドルには、サービスインスタンス定義用の IaC ファイルとパイ
プライン定義用のオプション IaC ファイルが含まれています。

Terraform 環境およびサービステンプレートバンドルには、それぞれ複数の IaC ファイルを含めることが
できます。
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AWS Protonには、入力パラメータスキーマファイルが必要です。AWS CloudFormationを使用して IaC 
ファイルを作成する際には、Jinja 構文に従って入力パラメータを参照します。 AWS Protonには、IaC 
ファイル内のパラメータ (p. 32)を参照するために使用できるパラメータ名前空間が用意されています。

次の図は、テンプレートを作成する手順の例を示しますAWS Proton。

 は入力パラメータ (p. 32)を識別します。

 入力パラメータを定義するスキーマファイル (p. 94)を作成します。

 入力パラメータを参照する IaC ファイル (p. 49)を作成します。環境 IaC ファイルの出力をサービス 
IaC ファイルの入力として参照できます。

にテンプレートバージョンを登録 (p. 106)AWS Protonしてテンプレートバンドルをアップロードしま
す。

AWS Proton パラメータ
独自の Infrastructure as Code (IaC) ファイルで定義して使用すると柔軟性と再利用性の向上に役立ちま
す。IaC ファイル内のパラメータ値は、AWS Protonパラメータ名前空間のパラメータ名を参照して読み取
ります。 AWS Protonは、リソースのプロビジョニング中に生成されるレンダリングされた IaC ファイル
にパラメータ値を挿入します。AWS CloudFormationIaC パラメータを処理するには、JinjaAWS Proton を
使用します。Terraform IaC パラメーターを処理するには、TerraformAWS Proton パラメーター値ファイ
ルを生成し、HCL に組み込まれているパラメーター化機能を利用します。

を使用するとCodeBuild プロビジョニング (p. 25)、AWS Protonコードにインポートできる入力ファイル
が生成されます。このファイルは、テンプレートのマニフェストのプロパティに応じて JSON ファイルま
たは HCL ファイルになります。詳細については、「the section called “CodeBuild プロビジョニングパラ
メータ” (p. 48)」を参照してください。

環境、サービス、コンポーネント IaC ファイルまたはプロビジョニングコード内のパラメータを、次の要
件に従って参照できます。

• 各パラメータ名の長さが 100 文字を超えてはなりません。
• パラメータの名前空間とリソース名の組み合わせの長さが、リソース名の文字制限を超えてはなりませ

ん。
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AWS Protonこれらのクォータを超えた場合、プロビジョニングは失敗します。

パラメータタイプ
AWS ProtonIaC ファイルでは、以下のパラメータタイプを参照できます。

入力パラメーター

環境とサービスインスタンスは、環境またはサービステンプレートに関連付けるスキーマファイルで
定義した入力パラメータを受け取ることができます (p. 94)。リソースの入力パラメータは、リソー
スの IaC ファイルで参照できます。コンポーネントの IaC ファイルは、コンポーネントがアタッチさ
れているサービスインスタンスの入力パラメータを参照できます。

AWS Proton入力パラメータ名をスキーマファイルと照合し、IaC ファイル内で参照されているパラ
メータと照合し、リソースプロビジョニング中に仕様ファイル内で指定する入力値を挿入します。

出力パラメーター

出力はどの IaC ファイルでも定義できます。出力には、たとえば、テンプレートがプロビジョニング
するリソースの名前、ID、ARN、またはテンプレートの入力の 1 つを渡す方法などがあります。これ
らの出力は、他のリソースの IaC ファイルで参照できます。

CloudFormation IaC ファイルでは、Outputs:ブロックの出力パラメーターを定義します。Terraform 
IaC ファイルでは、outputステートメントを使用して各出力パラメーターを定義します。

リソースパラメーター

AWS ProtonAWS Protonリソースパラメータを自動的に作成します。これらのパラメータ
は、AWS Protonリソースオブジェクトのプロパティを公開します。リソースパラメータの例は
environment.name です。

IaCAWS Proton ファイルでのパラメータの使用
IaC ファイル内のパラメータ値を読み込むには、AWS Protonパラメータ名前空間のパラメータ名を参照し
ます。AWS CloudFormationIaC ファイルの場合、Jinja 構文に従ってパラメータを波括弧と引用符で囲み
ます。

次の表は、サポートされている各テンプレート言語のリファレンス構文と例を示しています。

テンプレート言
語

構文 例:「VPC」という名前の環境入力

CloudFormation "{{ parameter-name }}" "{{ environment.inputs.VPC }}"

Terraform var.parameter-name var.environment.inputs.VPC

生成された Terraform 変数定義 (p. 91)

Note

IaC CloudFormation ファイル内で動的パラメータを使用する場合、それらをエスケープして誤解
による Jinja エラーを防ぐ必要があります。詳細については、「AWS Proton のトラブルシュー
ティング (p. 265)」を参照してください。

次の表は、AWS Protonすべてのリソースパラメータの名前空間名を示しています。テンプレートファイル
タイプごとに、パラメータ名前空間の異なるサブセットを使用できます。
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テンプレー
トファイル

パラメー
タタイプ

パラメータ名 説明

リソース environment.name 環境名環境

input environment.inputs.input-name スキーマ定義の環境入力

リソース environment.name

environment.account_id

環境名とAWS アカウント 
ID

output environment.outputs.output-name 環境 IaC ファイル出力

リソース service.branch_name

service.name

service.repository_connection_arn

service.repository_id

サービス名とコードのリ
ポジトリー

リソース service_instance.name サービスインスタンス名

input service_instance.inputs.input-name スキーマ定義サービスイ
ンスタンス入力

リソース service_instance.components.default.name添付デフォルトコンポー
ネント名

サービス

output service_instance.components.default.outputs.output-
name

添付されたデフォルトコ
ンポーネントの IaC ファ
イル出力

リソース service_instance.environment.name

service_instance.environment.account_id

サービスインスタンスの
環境名とAWS アカウント 
ID

output service_instance.environment.outputs.output-
name

サービスインスタンス環
境の IaC ファイル出力

input pipeline.inputs.input-name スキーマ定義のパイプラ
イン入力

リソース service.branch_name

service.name

service.repository_connection_arn

service.repository_id

サービス名とコードのリ
ポジトリー

input service_instance.inputs.input-name スキーマ定義サービスイ
ンスタンス入力

パイプライ
ン

collection {% for service_instance in
service_instances %}...{% endfor %}

ループスルーできるサー
ビスインスタンスのコレ
クション

コンポーネ
ント

リソース environment.name

environment.account_id

AWS アカウント環境名と
アカウント ID
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テンプレー
トファイル

パラメー
タタイプ

パラメータ名 説明

output environment.outputs.output-name 環境 IaC ファイル出力

リソース service.branch_name

service.name

service.repository_connection_arn

service.repository_id

サービス名とコードのリ
ポジトリー (添付コンポー
ネント)

リソース service_instance.name サービスインスタンス名 
(アタッチされたコンポー
ネント)

input service_instance.inputs.input-name スキーマ定義のサービス
インスタンス入力 (アタッ
チされたコンポーネント)

リソース component.name コンポーネント名

詳細および例については、さまざまなリソースタイプとテンプレート言語の IaC テンプレートファイル内
のパラメータに関するサブトピックを参照してください。

トピック
• 環境 CloudFormation IaC ファイルパラメータの詳細と例 (p. 35)
• サービス CloudFormation IaC ファイルパラメータの詳細と例 (p. 38)
• コンポーネント CloudFormation IaC ファイルパラメータの詳細と例 (p. 40)
• CloudFormation IaC ファイル用パラメータフィルタ (p. 43)
• CodeBuild プロビジョニングパラメータの詳細と例 (p. 48)
• Terraform Infrastructure as Code (IaC) ファイルパラメータの詳細と例 (p. 49)

環境 CloudFormation IaC ファイルパラメータの詳細
と例
環境 Infrastructure as Code (IaC) ファイルでパラメータを定義および参照できます。パラメータ、パラ
メータタイプ、AWS Protonパラメータ名前空間、および IaC ファイルでのパラメータの使用方法の詳細に
ついては、を参照してくださいthe section called “パラメータ” (p. 32)。

環境パラメータを定義する
環境 IaC ファイルの入力パラメータと出力パラメータの両方を定義できます。

• 入力パラメータ — スキーマファイルで環境入力パラメータを定義します (p. 94)。

以下に挙げるのは、一般的なユースケースの環境入力パラメータの例です。
• VPC CIDR 値
• ロードバランサーの設定
• データベース設定
• ヘルスチェックのタイムアウト
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管理者として、環境を作成する (p. 140)際に、入力パラメータの値を指定できます。
• コンソールを使用して、AWS Proton次の内容を含むスキーマベースのフォームに必要な値を入力しま

す。
• CLI を使用して、値を含む仕様を指定します。

• 出力パラメータ — 環境の IaC ファイルで環境出力を定義します。その後、これらの出力を他のリソー
スの IaC ファイルで参照できます。

環境 IaC ファイル内のパラメータ値を読み込む
環境に関連するパラメータは、環境 IaC ファイルで読み取ることができます。パラメータ値を読み込むに
は、AWS Protonパラメータ名前空間のパラメータ名を参照します。

• 入力パラメータ —environment.inputs.input-name 参照して環境入力値を読み取ります。
• リソースパラメータ —AWS Protonenvironment.name などの名前を参照してリソースパラメータを

読み取ります。

Note

他のリソースの出力パラメータは環境の IaC ファイルには使用できません。

パラメータを含む環境およびサービスの IaC ファイルの例
次の例は、環境 IaC ファイルでのパラメータ定義と参照を示しています。次に、この例は、環境 IaC ファ
イルで定義されている環境出力パラメータをサービス IaC ファイルで参照する方法を示しています。

Example 環境 CloudFormation iAC ファイル

この例では次の点に注意してください。

• environment.inputs.名前空間は環境入力パラメータを指します。
• Amazon EC2 Systems Manager (SSM) パラメータは、StoreInputValue環境入力を連結します。
• MyEnvParameterValue出力では、出力パラメータと同じ入力パラメータが連結されます。さらに 3 つ

の出力パラメータは、入力パラメータを個別に公開します。
• 6 つの追加出力パラメータは、環境がプロビジョニングするリソースを公開します。

Resources: 
  StoreInputValue: 
    Type: AWS::SSM::Parameter 
    Properties: 
      Type: String 
      Value: "{{ environment.inputs.my_sample_input }} 
 {{ environment.inputs.my_other_sample_input}} 
 {{ environment.inputs.another_optional_input }}" 
              # input parameter references

# These output values are available to service infrastructure as code files as outputs, 
 when given the  
# the 'environment.outputs' namespace, for example, 
 service_instance.environment.outputs.ClusterName.
Outputs: 
  MyEnvParameterValue:                                        # output definition 
    Value: !GetAtt StoreInputValue.Value 
  MySampleInputValue:                                         # output definition 
    Value: "{{ environment.inputs.my_sample_input }}"         #   input parameter reference 
  MyOtherSampleInputValue:                                    # output definition 
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    Value: "{{ environment.inputs.my_other_sample_input }}"   #   input parameter reference 
  AnotherOptionalInputValue:                                  # output definition 
    Value: "{{ environment.inputs.another_optional_input }}"  #   input parameter reference 
  ClusterName:                                                # output definition 
    Description: The name of the ECS cluster 
    Value: !Ref 'ECSCluster'                                  #   provisioned resource 
  ECSTaskExecutionRole:                                       # output definition 
    Description: The ARN of the ECS role 
    Value: !GetAtt 'ECSTaskExecutionRole.Arn'                 #   provisioned resource 
  VpcId:                                                      # output definition 
    Description: The ID of the VPC that this stack is deployed in 
    Value: !Ref 'VPC'                                         #   provisioned resource 
  PublicSubnetOne:                                            # output definition 
    Description: Public subnet one 
    Value: !Ref 'PublicSubnetOne'                             #   provisioned resource 
  PublicSubnetTwo:                                            # output definition 
    Description: Public subnet two 
    Value: !Ref 'PublicSubnetTwo'                             #   provisioned resource 
  ContainerSecurityGroup:                                     # output definition 
    Description: A security group used to allow Fargate containers to receive traffic 
    Value: !Ref 'ContainerSecurityGroup'                      #   provisioned resource

Example サービス CloudFormation IAc ファイル

environment.outputs.名前空間は、環境 IaC ファイルからの環境出力を指します。たとえ
ば、environment.outputs.ClusterNameClusterName名前は環境出力パラメータの値を読み取りま
す。

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: Deploy a service on AWS Fargate, hosted in a public subnet, and accessible via 
 a public load balancer.
Mappings: 
  TaskSize: 
    x-small: 
      cpu: 256 
      memory: 512 
    small: 
      cpu: 512 
      memory: 1024 
    medium: 
      cpu: 1024 
      memory: 2048 
    large: 
      cpu: 2048 
      memory: 4096 
    x-large: 
      cpu: 4096 
      memory: 8192
Resources: 
  # A log group for storing the stdout logs from this service's containers 
  LogGroup: 
    Type: AWS::Logs::LogGroup 
    Properties: 
      LogGroupName: '{{service_instance.name}}' # resource parameter 

  # The task definition. This is a simple metadata description of what 
  # container to run, and what resource requirements it has. 
  TaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Family: '{{service_instance.name}}' # resource parameter 
      Cpu: !FindInMap [TaskSize, {{service_instance.inputs.task_size}}, cpu] # input 
 parameter 
      Memory: !FindInMap [TaskSize, {{service_instance.inputs.task_size}}, memory]  
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      NetworkMode: awsvpc 
      RequiresCompatibilities: 
        - FARGATE 
      ExecutionRoleArn: '{{environment.outputs.ECSTaskExecutionRole}}'  # output reference 
 to an environment infrastructure code file 
      TaskRoleArn: !Ref "AWS::NoValue" 
      ContainerDefinitions: 
        - Name: '{{service_instance.name}}'  # resource parameter 
          Cpu: !FindInMap [TaskSize, {{service_instance.inputs.task_size}}, cpu] 
          Memory: !FindInMap [TaskSize, {{service_instance.inputs.task_size}}, memory] 
          Image: '{{service_instance.inputs.image}}' 
          PortMappings: 
            - ContainerPort: '{{service_instance.inputs.port}}' # input parameter 
          LogConfiguration: 
            LogDriver: 'awslogs' 
            Options: 
              awslogs-group: '{{service_instance.name}}' # resource parameter 
              awslogs-region: !Ref 'AWS::Region' 
              awslogs-stream-prefix: '{{service_instance.name}}' # resource parameter 

  # The service_instance. The service is a resource which allows you to run multiple 
  # copies of a type of task, and gather up their logs and metrics, as well 
  # as monitor the number of running tasks and replace any that have crashed 
  Service: 
    Type: AWS::ECS::Service 
    DependsOn: LoadBalancerRule 
    Properties: 
      ServiceName: '{{service_instance.name}}'  # resource parameter 
      Cluster: '{{environment.outputs.ClusterName}}' # output reference to an environment 
 infrastructure as code file 
      LaunchType: FARGATE 
      DeploymentConfiguration: 
        MaximumPercent: 200 
        MinimumHealthyPercent: 75 
      DesiredCount: '{{service_instance.inputs.desired_count}}'# input parameter 
      NetworkConfiguration: 
        AwsvpcConfiguration: 
          AssignPublicIp: ENABLED 
          SecurityGroups: 
            - '{{environment.outputs.ContainerSecurityGroup}}' # output reference to an 
 environment infrastructure as code file 
          Subnets: 
            - '{{environment.outputs.PublicSubnetOne}}' # output reference to an 
 environment infrastructure as code file 
            - '{{environment.outputs.PublicSubnetTwo}}' # output reference to an 
 environment infrastructure as code file 
      TaskDefinition: !Ref 'TaskDefinition' 
      LoadBalancers: 
        - ContainerName: '{{service_instance.name}}'  # resource parameter 
          ContainerPort: '{{service_instance.inputs.port}}' # input parameter 
          TargetGroupArn: !Ref 'TargetGroup'
[...]

サービス CloudFormation IaC ファイルパラメータの
詳細と例
サービスおよびパイプラインの Infrastructure as Code (IaC) ファイルで定義および参照できます。パラ
メータ、パラメータタイプ、AWS Protonパラメータ名前空間、および IaC ファイルでのパラメータの使用
方法の詳細については、を参照してくださいthe section called “パラメータ” (p. 32)。
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サービスパラメータの定義
サービス IaC ファイルの入力パラメータと出力パラメータの両方を定義できます。

• 入力パラメータ — スキーマファイルにサービスインスタンスの入力パラメータを定義しま
す (p. 94)。

以下に挙げるのは、一般的なユースケースのサービス入力パラメータの例です。
• ポート
• タスクサイズ
• [Image] (イメージ)
• 必要数
• Docker ファイル
• ユニットテストコマンド

サービスを作成する (p. 168)際に、入力パラメータの値を指定します。
• コンソールを使用して、AWS Proton次の内容を含むスキーマベースのフォームに必要な値を入力しま

す。
• CLI を使用して、値を含む仕様を指定します。

• 出力パラメータ — サービス IaC ファイルでサービスインスタンスの出力を定義します。その後、これ
らの出力を他のリソースの IaC ファイルで参照できます。

サービス IaC ファイル内のパラメータ値を読み込む
サービス IaC ファイル内のサービスおよびその他のリソースに関連するパラメータを読み取ることができ
ます。パラメータ値を読み込むには、AWS Protonパラメータ名前空間のパラメータ名を参照します。

• 入力パラメータ —service_instance.inputs.input-name サービスインスタンスの入力値を参照
して読み取ります。

• リソースパラメータ —、、AWS Protonservice.nameenvironment.nameなどの名前を参照してリ
ソースパラメータを読み取ります。service_instance.name

• 出力パラメータ —environment.outputs.output-
nameservice_instance.components.default.outputs.output-name またはを参照して他の
リソースの出力を読み取ります。

パラメータを含むサービス IaC ファイルの例
次の例は、サービス CloudFormation IaC ファイルからのスニペットです。environment.outputs.名前
空間は、環境 IaC ファイルからの出力を指します。service_instance.inputs.名前空間は、サービス
インスタンスの入力パラメータを指します。service_instance.nameAWS Protonプロパティはリソー
スパラメータを参照します。

Resources: 
  StoreServiceInstanceInputValue: 
    Type: AWS::SSM::Parameter 
    Properties: 
      Type: String 
      Value: "{{ service.name }} {{ service_instance.name }} 
 {{ service_instance.inputs.my_sample_service_instance_required_input }} 
 {{ service_instance.inputs.my_sample_service_instance_optional_input }} 
 {{ environment.outputs.MySampleInputValue }} 
 {{ environment.outputs.MyOtherSampleInputValue }}" 
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              #  resource parameter references               # input parameter references   
                                                                                            
                       # output references to an environment infrastructure as code file
Outputs: 
  MyServiceInstanceParameter:                                                         # 
 output definition 
    Value: !Ref StoreServiceInstanceInputValue  
  MyServiceInstanceRequiredInputValue:                                                # 
 output definition 
    Value: "{{ service_instance.inputs.my_sample_service_instance_required_input }}"  # 
 input parameter reference 
  MyServiceInstanceOptionalInputValue:                                                # 
 output definition 
    Value: "{{ service_instance.inputs.my_sample_service_instance_optional_input }}"  # 
 input parameter reference 
  MyServiceInstancesEnvironmentSampleOutputValue:                                     # 
 output definition 
    Value: "{{ environment.outputs.MySampleInputValue }}"                             # 
 output reference to an environment IaC file 
  MyServiceInstancesEnvironmentOtherSampleOutputValue:                                # 
 output definition 
    Value: "{{ environment.outputs.MyOtherSampleInputValue }}"                        # 
 output reference to an environment IaC file

コンポーネント CloudFormation IaC ファイルパラ
メータの詳細と例
コンポーネントの Infrastructure as Code (IaC) ファイルで定義および参照できます。パラメータ、パラ
メータタイプ、AWS Protonパラメータ名前空間、および IaC ファイルでのパラメータの使用方法の詳細に
ついては、を参照してくださいthe section called “パラメータ” (p. 32)。コンポーネントの詳細について
は、「コンポーネント (p. 191)」を参照してください。

コンポーネント出力パラメータの定義
コンポーネントの IaC ファイルで出力パラメータを定義できます。その後、これらの出力をサービス IaC 
ファイルで参照できます。

Note

コンポーネントの IaC ファイルの入力を定義することはできません。アタッチされたコンポーネ
ントは、アタッチされているサービスインスタンスから入力を取得できます。デタッチされたコ
ンポーネントには入力がありません。

コンポーネントの IaC ファイル内のパラメータ値を読み込む
コンポーネントやその他のリソースに関連するパラメータは、コンポーネントの IaC ファイルで読み取る
ことができます。パラメータ値を読み込むには、AWS Protonパラメータ名前空間のパラメータ名を参照し
ます。

• 入力パラメータ —service_instance.inputs.input-name 添付されたサービスインスタンスの入
力値を参照して読み取ります。

• リソースパラメータ —、、AWS Protoncomponent.nameenvironment.nameなどの名前を参照して
リソースパラメータを読み取ります。service.nameservice_instance.name

• 出力パラメータ —environment.outputs.output-name 参照して環境出力を読み取ります。
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パラメータを含むコンポーネントとサービスの IaC ファイルの例
次の例は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットと関連するアクセスポリシーをプロビ
ジョニングし、両方のリソースの Amazon リソースネーム (ARN) をコンポーネント出力として公開する
コンポーネントを示しています。サービス IaC テンプレートは、コンポーネントの出力を Amazon Elastic 
Container Service (Amazon ECS) タスクのコンテナ環境変数として追加して、その出力をコンテナで実行
されるコードで使用できるようにし、バケットアクセスポリシーをタスクのロールに追加します。バケッ
ト名は、環境、サービス、サービスインスタンス、およびコンポーネントの名前に基づいています。つま
り、バケットは、特定のサービスインスタンスを拡張するコンポーネントテンプレートの特定のインスタ
ンスと結合されます。開発者は、このコンポーネントテンプレートに基づいて複数のカスタムコンポーネ
ントを作成し、さまざまなサービスインスタンスや機能上のニーズに合わせて Amazon S3 バケットをプ
ロビジョニングできます。

この例は、Jinja{{ ... }} 構文を使用してサービス IaC ファイル内のコンポーネントやその他のリソー
スパラメータを参照する方法を示しています。{% if ... %}ステートメントを使用してステートメント
のブロックを追加できるのは、コンポーネントがサービスインスタンスにアタッチされている場合だけで
す。proton_cfn_*キーワードは、出力パラメータ値のサニタイズやフォーマットに使用できるフィルタ
です。フィルターについての詳細は、the section called “CloudFormation パラメータフィルタ” (p. 43)を
参照してください。

管理者として、サービス IaC テンプレートファイルを作成します。

Example コンポーネントを使用して CloudFormation IaC ファイルをサービス

# service/instance_infrastructure/cloudformation.yaml

Resources:  
  TaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      TaskRoleArn: !Ref TaskRole 
      ContainerDefinitions: 
        - Name: '{{service_instance.name}}' 
          # ... 
           {% if service_instance.components.default.outputs | length > 0 %} 
          Environment: 
            {{ service_instance.components.default.outputs | 
                proton_cfn_ecs_task_definition_formatted_env_vars }} 
          {% endif %}

  # ... 

  TaskRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      # ... 
      ManagedPolicyArns: 
        - !Ref BaseTaskRoleManagedPolicy 
         {{ service_instance.components.default.outputs 
            | proton_cfn_iam_policy_arns }}

  # Basic permissions for the task 
  BaseTaskRoleManagedPolicy: 
    Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
    Properties: 
      # ...

開発者は、コンポーネントの IaC テンプレートファイルを作成します。
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Example コンポーネント CloudFormation IaC ファイル

# cloudformation.yaml

# A component that defines an S3 bucket and a policy for accessing the bucket.
Resources: 
  S3Bucket: 
    Type: 'AWS::S3::Bucket' 
    Properties: 
      BucketName: '{{environment.name}}-{{service.name}}-{{service_instance.name}}-
{{component.name}}'
  S3BucketAccessPolicy: 
    Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
    Properties: 
      PolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
              - 's3:Get*' 
              - 's3:List*' 
              - 's3:PutObject' 
            Resource: !GetAtt S3Bucket.Arn
Outputs: 
  BucketName: 
    Description: "Bucket to access" 
    Value: !GetAtt S3Bucket.Arn 
  BucketAccessPolicyArn: 
    Value: !Ref S3BucketAccessPolicy

AWS ProtonAWS CloudFormationサービスインスタンスのテンプレートをレンダリングし、すべてのパラ
メータを実際の値に置き換えると、テンプレートは次のファイルのようになります。

Example CloudFormation サービスインスタンスレンダリングされた IaC ファイル

Resources:  
  TaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      TaskRoleArn: !Ref TaskRole 
      ContainerDefinitions: 
        - Name: '{{service_instance.name}}' 
          # ... 
          Environment: 
            - Name: BucketName
              Value: arn:aws:s3:us-
east-1:123456789012:environment_name-service_name-service_instance_name-component_name
            - Name: BucketAccessPolicyArn
              Value: arn:aws:iam::123456789012:policy/cfn-generated-policy-name
  # ... 

  TaskRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      # ... 
      ManagedPolicyArns: 
        - !Ref BaseTaskRoleManagedPolicy 
        - arn:aws:iam::123456789012:policy/cfn-generated-policy-name

  # Basic permissions for the task 
  BaseTaskRoleManagedPolicy: 
    Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
    Properties: 
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      # ...

CloudFormation IaC ファイル用パラメータフィルタ
AWS CloudFormationIaC AWS Protonファイル内のパラメータを参照する場合 (p. 32)、フィルタと呼ば
れる Jinja 修飾子を使用して、レンダリングされたテンプレートに挿入される前にパラメータ値を検証、
フィルタリング、フォーマットできます。フィルタ検証は、コンポーネント出力パラメータを参照する場
合に特に役立ちます (p. 191)。コンポーネントの作成とアタッチは開発者が行い、サービスインスタンス
テンプレートでコンポーネント出力を使用する管理者は、その存在と有効性を検証したい場合があるため
です。ただし、フィルターは、どの Jinja IaC ファイルでも使用可能です。

以下のセクションでは、使用可能なパラメーターフィルターについて説明および定義し、例を示します。 
AWS Protonこれらのフィルターのほとんどを定義しています。defaultフィルターは Jinja の組み込み
フィルターです。

Amazon ECS タスクのフォーマット環境プロパティ
デクラレーション

dict # proton_cfn_ecs_task_definition_formatted_env_vars (raw: boolean = True) # YAML list 
 of dicts

説明

このフィルタは、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) ContainerDefinitionタスク定義
のセクション内の環境プロパティで使用される出力のリストをフォーマットします。

rawFalseに設定すると、パラメータ値も検証されます。この場合、値は正規表現と一致する必要があり
ます^[a-zA-Z0-9_-]*$。値がこの検証に失敗すると、テンプレートのレンダリングは失敗します。

例

次のカスタムコンポーネントテンプレートを使用します。

Resources: 
  # ...
Outputs: 
  Output1: 
    Description: "Example component output 1" 
    Value: hello 
  Output2: 
    Description: "Example component output 2" 
    Value: world

そして、次のサービステンプレート:

Resources: 
  TaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      # ... 
      ContainerDefinitions: 
        - Name: MyServiceName 
          # ... 
          Environment: 
            {{ service_instance.components.default.outputs 
              | proton_cfn_ecs_task_definition_formatted_env_vars }}
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表示されるサービステンプレートは次のとおりです。

Resources: 
  TaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      # ... 
      ContainerDefinitions: 
        - Name: MyServiceName 
          # ... 
          Environment: 
            - Name: Output1 
              Value: hello 
            - Name: Output2 
              Value: world

Lambda 関数のフォーマット環境プロパティ
デクラレーション

dict # proton_cfn_lambda_function_formatted_env_vars (raw: boolean = True) # YAML dict

説明

このフィルターは、PropertiesAWS Lambda関数定義のセクションの Environment プロパティで使用さ
れる出力のリストをフォーマットします。

rawFalseに設定すると、パラメータ値も検証されます。この場合、値は正規表現と一致する必要があり
ます^[a-zA-Z0-9_-]*$。値がこの検証に失敗すると、テンプレートのレンダリングは失敗します。

例

次のカスタムコンポーネントテンプレートを使用します。

Resources: 
  # ...
Outputs: 
  Output1: 
    Description: "Example component output 1" 
    Value: hello 
  Output2: 
    Description: "Example component output 2" 
    Value: world

そして、次のサービステンプレート:

Resources: 
  Lambda: 
    Type: AWS::Lambda::Function 
    Properties: 
      Environment: 
        Variables: 
          {{ service_instance.components.default.outputs 
            | proton_cfn_lambda_function_formatted_env_vars }}

表示されるサービステンプレートは次のとおりです。

Resources: 
  Lambda: 
    Type: AWS::Lambda::Function 
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    Properties: 
      Environment: 
        Variables: 
          Output1: hello 
          Output2: world

IAM ポリシーの ARN を抽出して IAM ロールに含める
デクラレーション

dict # proton_cfn_iam_policy_arns # YAML list

説明

このフィルターは、AWS Identity and Access Management (IAM) ManagedPolicyArns Propertiesロー
ル定義のセクションのプロパティで使用される出力のリストをフォーマットします。^arn:[a-zA-
Z-]+:iam::\d{12}:policy/フィルターは正規表現を使用して、出力パラメータのリストから有効な 
IAM ポリシー ARN を抽出します。このフィルターを使用して、出力パラメータ値のポリシーをサービス
テンプレートの IAM ロール定義に追加できます。

例

次のカスタムコンポーネントテンプレートを使用します。

Resources: 
  # ... 
  ExamplePolicy1: 
    Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
    Properties: 
      # ... 
  ExamplePolicy2: 
    Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
    Properties: 
      # ... 

  # ...

Outputs: 
  Output1: 
    Description: "Example component output 1" 
    Value: hello 
  Output2: 
    Description: "Example component output 2" 
    Value: world 
  PolicyArn1: 
    Description: "ARN of policy 1" 
    Value: !Ref ExamplePolicy1 
  PolicyArn2: 
    Description: "ARN of policy 2" 
    Value: !Ref ExamplePolicy2

そして、次のサービステンプレート:

Resources:  

  # ... 

  TaskRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      # ... 
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      ManagedPolicyArns: 
        - !Ref BaseTaskRoleManagedPolicy 
        {{ service_instance.components.default.outputs 
            | proton_cfn_iam_policy_arns }} 

  # Basic permissions for the task 
  BaseTaskRoleManagedPolicy: 
    Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
    Properties: 
      # ...

表示されるサービステンプレートは次のとおりです。

Resources:  

  # ... 

  TaskRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      # ... 
      ManagedPolicyArns: 
        - !Ref BaseTaskRoleManagedPolicy 
        - arn:aws:iam::123456789012:policy/cfn-generated-policy-name-1
        - arn:aws:iam::123456789012:policy/cfn-generated-policy-name-2

  # Basic permissions for the task 
  BaseTaskRoleManagedPolicy: 
    Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
    Properties: 
      # ...

プロパティ値をサニタイズする
デクラレーション

string # proton_cfn_sanitize # string

説明

これは汎用フィルタです。これを使用して、パラメータ値の安全性を検証します。フィルタは、値が正規
表現と一致するか、^[a-zA-Z0-9_-]*$または有効な Amazon リソースネーム (ARN) であることを検証
します。値がこの検証に失敗すると、テンプレートのレンダリングは失敗します。

例

次のカスタムコンポーネントテンプレートを使用します。

Resources: 
  # ...
Outputs: 
  Output1: 
    Description: "Example of valid output" 
    Value: "This-is_valid_37" 
  Output2: 
    Description: "Example incorrect output" 
    Value: "this::is::incorrect" 
  SomeArn: 
    Description: "Example ARN" 
    Value: arn:aws:some-service::123456789012:some-resource/resource-name
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• サービステンプレート内の次のリファレンス

# ... 
  {{ service_instance.components.default.outputs.Output1
    | proton_cfn_sanitize }}

次のようにレンダリングされます。

# ... 
  This-is_valid_37

• サービステンプレート内の次のリファレンス

# ... 
  {{ service_instance.components.default.outputs.Output2
    | proton_cfn_sanitize }}

結果に次のレンダリングエラーが表示されます。

Illegal character(s) detected in "this::is::incorrect". Must match regex ^[a-zA-Z0-9_-]*$ 
 or be a valid ARN

• サービステンプレート内の次のリファレンス

# ... 
  {{ service_instance.components.default.outputs.SomeArn
    | proton_cfn_sanitize }}

次のようにレンダリングされます。

# ... 
  arn:aws:some-service::123456789012:some-resource/resource-name

存在しない参照にはデフォルト値を指定してください
説明

名前空間参照が存在しない場合、defaultフィルターはデフォルト値を提供します。これを使用して、参
照するパラメータが欠落している場合でも失敗なくレンダリングできる堅牢なテンプレートを作成できま
す。

例

サービステンプレート内の次の参照により、サービスインスタンスに直接定義された (デフォルト) コン
ポーネントがアタッチされていない場合、またはアタッチされたコンポーネントにという名前の出力がな
い場合に、testテンプレートのレンダリングが失敗します。

# ... 
  {{ service_instance.components.default.outputs.test }}

この問題を回避するには、defaultフィルターを追加してください。

# ... 
  {{ service_instance.components.default.outputs.test | default("[optional-value]") }}
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CodeBuild プロビジョニングパラメータの詳細と例
CodeBuildAWS Protonベースリソースのテンプレートでパラメーターを定義し、そのパラメーターをプロ
ビジョニングコードで参照できます。パラメータ、パラメータタイプ、AWS Protonパラメータ名前空間、
および IaC ファイルでのパラメータの使用方法の詳細については、を参照してくださいthe section called 
“パラメータ” (p. 32)。

Note

CodeBuild プロビジョニングは環境とサービスで使用できます。現時点では、この方法でコン
ポーネントをプロビジョニングすることはできません。

入力パラメータ
AWS Proton環境やサービスなどのリソースを作成するときは、テンプレートのスキーマファイルで定義さ
れている入力パラメータの値を指定します (p. 94)。作成したリソースが使用する場合CodeBuild プロビ
ジョニング (p. 25)、AWS Protonこれらの入力値を入力ファイルにレンダリングします。プロビジョニン
グコードは、このファイルからパラメータ値をインポートして取得できます。

input_typeテンプレートのマニフェストファイルのプロパティを使用して、生成される入力ファイ
ルの形式を設定できます。このプロパティの値には、JSON (デフォルト) またはを指定できますHCL。 
CodeBuild テンプレートの例については、を参照してくださいthe section called “CodeBuild バンド
ル” (p. 85)。マニフェストファイルについて詳しくは、「the section called “マニフェストとまと
め” (p. 99)」を参照してください。

次の例は、 CodeBuildサービスインスタンスのベースプロビジョニング中に生成される JSON 入力ファイ
ルです。

例:AWS CDK CodeBuild プロビジョニングによるの使用

{ 
  "service_instance": { 
    "name": "my-service-staging", 
    "inputs": { 
      "port": "8080", 
      "task_size": "medium" 
    } 
  }, 
  "service": { 
    "name": "my-service" 
  }, 
  "environment": { 
    "account_id": "123456789012", 
    "name": "my-env-staging", 
    "outputs": { 
      "vpc-id": "hdh2323423" 
    } 
  }
}

出力パラメータ
リソースプロビジョニングの出力をに伝達するためにAWS Proton、プロビジョニングコード
は、proton-outputs.jsonテンプレートのスキーマファイルで定義された出力パラメータの値を含む名
前の JSON ファイルを生成できます (p. 94)。たとえば、cdk deployコマンドには、プロビジョニン
グ出力を含む JSON--outputs-fileAWS CDK ファイルを生成するように指示する引数があります。リ
ソースでが使用されている場合はAWS CDK、 CodeBuild テンプレートマニフェストに次のコマンドを指
定します。
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aws proton notify-resource-deployment-status-change

AWS Protonこの JSON ファイルを探します。プロビジョニングコードが正常に完了した後にファイルが
存在する場合は、AWS Protonそこから出力パラメータ値を読み取ります。

Terraform Infrastructure as Code (IaC) ファイルパラ
メータの詳細と例
Terraform の入力変数をテンプレートバンドル内の variable.tf ファイルに含めることができます。
また、AWS Protonスキーマを作成してマネージド変数も特性できます。 AWS Proton.tf filesス
キーマファイルから変数を作成します。詳細については、「the section called “Terraform IaC ファイ
ル” (p. 89)」を参照してください。

AWS Protonスキーマで定義した変数をインフラストラクチャ内で参照するには.tf files、Terraform 
IaC のパラメータと名前空間のテーブルに示すAWS Proton名前空間を使用します。たと
えば、var.environment.inputs.vpc_cidr を使用できます。引用符で両側を囲み、
これらの変数を単一角括弧で囲み、先頭の中括弧の前にドル記号を追加します (たとえ
ば、“${var.environment.inputs.vpc_cidr}”)。

次の例は、AWS Proton名前空間を使用して環境にパラメーターを含める方法を示しています.tf file。

terraform { 
  required_providers { 
    aws = { 
      source  = "hashicorp/aws" 
      version = "~> 3.0" 
    } 
  } 
  // This tells terraform to store the state file in s3 at the location 
  // s3://terraform-state-bucket/tf-os-sample/terraform.tfstate 
  backend "s3" { 
    bucket = "terraform-state-bucket" 
    key    = "tf-os-sample/terraform.tfstate" 
    region = "us-east-1" 
  }
}

// Configure the AWS Provider
provider "aws" { 
  region = "us-east-1" 
  default_tags { 
    tags = var.proton_tags 
  }
}

resource "aws_ssm_parameter" "my_ssm_parameter" { 
  name  = "my_ssm_parameter" 
  type  = "String" 
  // Use the Proton environment.inputs. namespace 
  value = var.environment.inputs.ssm_parameter_value
}

AWS ProtonInfrastructure as Code ファイル
テンプレートバンドルの主要部分は、プロビジョニングしたいインフラストラクチャリソースと
プロビジョニングしたいプロパティを定義する Infrastructure as Code (IaC) ファイルです。 AWS 
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CloudFormationその他のインフラストラクチャ。コードエンジンはこれらのタイプのファイルを使用して
インフラストラクチャリソースをプロビジョニングします。

Note

IaC ファイルは、直接定義したコンポーネントへの直接入力として、テンプレートバンドル
とは独立して使用することもできます。コンポーネントの詳細については、「コンポーネン
ト (p. 191)」を参照してください。

AWS Proton現在、は 2 種類の IaC ファイルをサポートしています。

• CloudFormation (p. 50)ファイル — AWS管理型プロビジョニングに使用されます。 AWS Proton 
CloudFormation テンプレートファイル形式の上に Jinja を使用してパラメータ化を行います。

• Terraform HCL (p. 89) ファイル — 自己管理型プロビジョニングに使用されます。HCL はパラメータ
化をネイティブにサポートしています。

AWS Protonプロビジョニング方法を組み合わせてリソースをプロビジョンすることはできません。いずれ
か 1 つを使用する必要があります。AWS管理型プロビジョニングサービスを自己管理型のプロビジョニン
グ環境に展開することはできません。その逆も同様です。

詳細については、「the section called “プロビジョニングの方法” (p. 23)」、「環境 (p. 139)」、「サービ
ス (p. 168)」、および「コンポーネント (p. 191)」を参照してください。

AWS CloudFormation IaC ファイル
AWS CloudFormationでインフラストラクチャをコードファイルとして使用する方法を学びましょうAWS 
Proton。 AWS CloudFormationは、AWSリソースのモデル化と設定に役立つ Infrastructure as Code (IaC) 
サービスです。インフラリソースは、テンプレートファイル形式の上に Jinja CloudFormation を使用して
テンプレートで定義します。 AWS Protonパラメータを展開し、 CloudFormation テンプレート全体をレン
ダリングします。 CloudFormation CloudFormation 定義されたリソースをスタックとしてプロビジョニン
グします。詳細については、 AWS CloudFormation ユーザーガイドの「AWS CloudFormation とは?」を
参照してください。

AWS ProtonAWS CloudFormation IaC のマネージドプロビジョニングをサポートします (p. 24)。

既存の独自の Infrastructure as Code (IaC) ファイルから開始する
既存の独自の Infrastructure as Code (IaC) ファイルを「IaC」ファイルに適用できますAWS Proton。

AWS CloudFormation以下の例、例 1 (p. 50) と例 2 (p. 53) は、既存の既存の CloudFormation IaC 
ファイルを表しています。 CloudFormation これらのファイルを使用して 2 CloudFormation つの異なるス
タックを作成できます。

例 1 (p. 50) では、 CloudFormation IaC ファイルは、コンテナアプリケーション間で共有されるインフ
ラストラクチャをプロビジョニングするように設定されています。この例では、同じ IaC ファイルを使用
してプロビジョニングされたインフラストラクチャの複数のセットを作成できるように、入力パラメータ
が追加されます。各セットには、異なる名前と、VPC およびサブネット CIDR 値のセットを指定できま
す。IaC ファイルを使用してインフラストラクチャリソースをプロビジョニングするときに、管理者また
はデベロッパーとして、これらのパラメータの値を指定します CloudFormation。便宜上、これらの入力パ
ラメータはコメント行のマークが付いており、例では複数回参照されています。出力は、テンプレートの
終わりで定義されます。これらは、他の CloudFormation IaC ファイル内で参照できます。

例 2 (p. 53) では、 CloudFormation IaC ファイルは、例 1 でプロビジョニングされたインフラストラク
チャにアプリケーションをデプロイするように設定されています。便宜上、パラメータはコメント化され
ています。

例 1: CloudFormation IaC ファイル

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
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Description: AWS Fargate cluster running containers in a public subnet. Only supports 
             public facing load balancer, and public service discovery namespaces.
Parameters: 
   VpcCIDR:       # input parameter 
        Description: CIDR for VPC 
        Type: String 
        Default: "10.0.0.0/16" 
   SubnetOneCIDR: # input parameter 
        Description: CIDR for SubnetOne 
        Type: String 
        Default: "10.0.0.0/24" 
   SubnetTwoCIDR: # input parameters 
        Description: CIDR for SubnetTwo 
        Type: String 
        Default: "10.0.1.0/24"
Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      EnableDnsSupport: true 
      EnableDnsHostnames: true 
      CidrBlock:  
        Ref: 'VpcCIDR' 

  # Two public subnets, where containers will have public IP addresses 
  PublicSubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      AvailabilityZone: 
         Fn::Select: 
         - 0 
         - Fn::GetAZs: {Ref: 'AWS::Region'} 
      VpcId: !Ref 'VPC' 
      CidrBlock: 
         Ref: 'SubnetOneCIDR' 
      MapPublicIpOnLaunch: true 

  PublicSubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      AvailabilityZone: 
         Fn::Select: 
         - 1 
         - Fn::GetAZs: {Ref: 'AWS::Region'} 
      VpcId: !Ref 'VPC' 
      CidrBlock: 
        Ref: 'SubnetTwoCIDR' 
      MapPublicIpOnLaunch: true 

  # Setup networking resources for the public subnets. Containers 
  # in the public subnets have public IP addresses and the routing table 
  # sends network traffic via the internet gateway. 
  InternetGateway: 
    Type: AWS::EC2::InternetGateway 
  GatewayAttachement: 
    Type: AWS::EC2::VPCGatewayAttachment 
    Properties: 
      VpcId: !Ref 'VPC' 
      InternetGatewayId: !Ref 'InternetGateway' 
  PublicRouteTable: 
    Type: AWS::EC2::RouteTable 
    Properties: 
      VpcId: !Ref 'VPC' 
  PublicRoute: 
    Type: AWS::EC2::Route 
    DependsOn: GatewayAttachement 
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    Properties: 
      RouteTableId: !Ref 'PublicRouteTable' 
      DestinationCidrBlock: '0.0.0.0/0' 
      GatewayId: !Ref 'InternetGateway' 
  PublicSubnetOneRouteTableAssociation: 
    Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation 
    Properties: 
      SubnetId: !Ref PublicSubnetOne 
      RouteTableId: !Ref PublicRouteTable 
  PublicSubnetTwoRouteTableAssociation: 
    Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation 
    Properties: 
      SubnetId: !Ref PublicSubnetTwo 
      RouteTableId: !Ref PublicRouteTable 

  # ECS Resources 
  ECSCluster: 
    Type: AWS::ECS::Cluster 

  # A security group for the containers we will run in Fargate. 
  # Rules are added to this security group based on what ingress you 
  # add for the cluster. 
  ContainerSecurityGroup: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
    Properties: 
      GroupDescription: Access to the Fargate containers 
      VpcId: !Ref 'VPC' 

  # This is a role which is used by the ECS tasks themselves. 
  ECSTaskExecutionRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: [ecs-tasks.amazonaws.com] 
          Action: ['sts:AssumeRole'] 
      Path: / 
      ManagedPolicyArns: 
        - 'arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSTaskExecutionRolePolicy'

# These output values will be available to other templates to use.
Outputs: 
  ClusterName:                                               # output 
    Description: The name of the ECS cluster 
    Value: !Ref 'ECSCluster' 
    Export: 
      Name: 
        Fn::Sub: "${AWS::StackName}-ECSCluster" 
  ECSTaskExecutionRole:                                       # output 
    Description: The ARN of the ECS role 
    Value: !GetAtt 'ECSTaskExecutionRole.Arn' 
    Export:  
      Name: 
        Fn::Sub: "${AWS::StackName}-ECSTaskExecutionRole" 
  VpcId:                                                      # output 
    Description: The ID of the VPC that this stack is deployed in 
    Value: !Ref 'VPC' 
    Export:  
      Name:  
        Fn::Sub: "${AWS::StackName}-VPC" 
  PublicSubnetOne:                                            # output 
    Description: Public subnet one 
    Value: !Ref 'PublicSubnetOne' 
    Export:  
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      Name: 
        Fn::Sub: "${AWS::StackName}-PublicSubnetOne" 
  PublicSubnetTwo:                                            # output 
    Description: Public subnet two 
    Value: !Ref 'PublicSubnetTwo' 
    Export:  
      Name: 
        Fn::Sub: "${AWS::StackName}-PublicSubnetTwo" 
  ContainerSecurityGroup:                                     # output 
    Description: A security group used to allow Fargate containers to receive traffic 
    Value: !Ref 'ContainerSecurityGroup' 
    Export:  
      Name: 
        Fn::Sub: "${AWS::StackName}-ContainerSecurityGroup"

例 2: CloudFormation IaC ファイル

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: Deploy a service on AWS Fargate, hosted in a public subnet, and accessible via 
 a public load balancer.
Parameters: 
    ContainerPortInput:  # input parameter 
        Description: The port to route traffic to 
        Type: Number 
        Default: 80 
    TaskCountInput:      # input parameter 
        Description: The default number of Fargate tasks you want running 
        Type: Number 
        Default: 1 
    TaskSizeInput:       # input parameter 
        Description: The size of the task you want to run 
        Type: String 
        Default: x-small 
    ContainerImageInput: # input parameter 
        Description: The name/url of the container image 
        Type: String 
        Default: "public.ecr.aws/z9d2n7e1/nginx:1.19.5" 
    TaskNameInput:       # input parameter 
        Description: Name for your task 
        Type: String 
        Default: "my-fargate-instance" 
    StackName:           # input parameter 
        Description: Name of the environment stack to deploy to 
        Type: String 
        Default: "my-fargate-environment"
Mappings: 
  TaskSizeMap: 
    x-small: 
      cpu: 256 
      memory: 512 
    small: 
      cpu: 512 
      memory: 1024 
    medium: 
      cpu: 1024 
      memory: 2048 
    large: 
      cpu: 2048 
      memory: 4096 
    x-large: 
      cpu: 4096 
      memory: 8192
Resources: 
  # A log group for storing the stdout logs from this service's containers 

53



AWS Proton ユーザーガイド
AWS CloudFormation IaC ファイル

  LogGroup: 
    Type: AWS::Logs::LogGroup 
    Properties: 
      LogGroupName: 
        Ref: 'TaskNameInput' # input parameter 

  # The task definition. This is a simple metadata description of what 
  # container to run, and what resource requirements it has. 
  TaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Family: !Ref 'TaskNameInput' 
      Cpu: !FindInMap [TaskSizeMap, !Ref 'TaskSizeInput', cpu] 
      Memory: !FindInMap [TaskSizeMap, !Ref 'TaskSizeInput', memory] 
      NetworkMode: awsvpc 
      RequiresCompatibilities: 
        - FARGATE 
      ExecutionRoleArn: 
        Fn::ImportValue: 
          !Sub "${StackName}-ECSTaskExecutionRole"    # output parameter from another 
 CloudFormation template 
              awslogs-region: !Ref 'AWS::Region' 
              awslogs-stream-prefix: !Ref 'TaskNameInput' 
                 

  # The service_instance. The service is a resource which allows you to run multiple 
  # copies of a type of task, and gather up their logs and metrics, as well 
  # as monitor the number of running tasks and replace any that have crashed 
  Service: 
    Type: AWS::ECS::Service 
    DependsOn: LoadBalancerRule 
    Properties: 
      ServiceName: !Ref 'TaskNameInput' 
      Cluster: 
        Fn::ImportValue: 
          !Sub "${StackName}-ECSCluster"  # output parameter from another CloudFormation 
 template 
      LaunchType: FARGATE 
      DeploymentConfiguration: 
        MaximumPercent: 200 
        MinimumHealthyPercent: 75 
      DesiredCount: !Ref 'TaskCountInput' 
      NetworkConfiguration: 
        AwsvpcConfiguration: 
          AssignPublicIp: ENABLED 
          SecurityGroups: 
            - Fn::ImportValue: 
                !Sub "${StackName}-ContainerSecurityGroup"    # output parameter from 
 another CloudFormation template 
          Subnets: 
            - Fn::ImportValue:r CloudFormation template 
      TaskRoleArn: !Ref "AWS::NoValue" 
      ContainerDefinitions:         
        - Name: !Ref 'TaskNameInput' 
          Cpu: !FindInMap [TaskSizeMap, !Ref 'TaskSizeInput', cpu] 
          Memory: !FindInMap [TaskSizeMap, !Ref 'TaskSizeInput', memory] 
          Image: !Ref 'ContainerImageInput'             # input parameter 
          PortMappings: 
            - ContainerPort: !Ref 'ContainerPortInput'  # input parameter 
           
          LogConfiguration: 
            LogDriver: 'awslogs' 
            Options: 
              awslogs-group: !Ref 'TaskNameInput' 
                !Sub "${StackName}-PublicSubnetOne"    # output parameter from another 
 CloudFormation template 
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            - Fn::ImportValue: 
                !Sub "${StackName}-PublicSubnetTwo"    # output parameter from another 
 CloudFormation template 
      TaskDefinition: !Ref 'TaskDefinition' 
      LoadBalancers: 
        - ContainerName: !Ref 'TaskNameInput' 
          ContainerPort: !Ref 'ContainerPortInput'  # input parameter 
          TargetGroupArn: !Ref 'TargetGroup' 

  # A target group. This is used for keeping track of all the tasks, and 
  # what IP addresses / port numbers they have. You can query it yourself, 
  # to use the addresses yourself, but most often this target group is just 
  # connected to an application load balancer, or network load balancer, so 
  # it can automatically distribute traffic across all the targets. 
  TargetGroup: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup 
    Properties: 
      HealthCheckIntervalSeconds: 6 
      HealthCheckPath: / 
      HealthCheckProtocol: HTTP 
      HealthCheckTimeoutSeconds: 5 
      HealthyThresholdCount: 2 
      TargetType: ip 
      Name: !Ref 'TaskNameInput' 
      Port: !Ref 'ContainerPortInput' 
      Protocol: HTTP 
      UnhealthyThresholdCount: 2 
      VpcId: 
        Fn::ImportValue: 
          !Sub "${StackName}-VPC"    # output parameter from another CloudFormation 
 template 

  # Create a rule on the load balancer for routing traffic to the target group 
  LoadBalancerRule: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule 
    Properties: 
      Actions: 
        - TargetGroupArn: !Ref 'TargetGroup' 
          Type: 'forward' 
      Conditions: 
        - Field: path-pattern 
          Values: 
            - '*' 
      ListenerArn: !Ref PublicLoadBalancerListener 
      Priority: 1 

  # Enable autoscaling for this service 
  ScalableTarget: 
    Type: AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget 
    DependsOn: Service 
    Properties: 
      ServiceNamespace: 'ecs' 
      ScalableDimension: 'ecs:service:DesiredCount' 
      ResourceId: 
        Fn::Join: 
          - '/' 
          - - service 
            - Fn::ImportValue: 
                !Sub "${StackName}-ECSCluster" 
            - !Ref 'TaskNameInput' 
      MinCapacity: 1 
      MaxCapacity: 10 
      RoleARN: !Sub arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/aws-service-role/ecs.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_ECSService 

  # Create scaling policies for the service 
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  ScaleDownPolicy: 
    Type: AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy 
    DependsOn: ScalableTarget 
    Properties: 
      PolicyName: 
        Fn::Join: 
          - '/' 
          - - scale 
            - !Ref 'TaskNameInput' 
            - down 
      PolicyType: StepScaling 
      ResourceId: 
        Fn::Join: 
          - '/' 
          - - service 
            - Fn::ImportValue: 
                !Sub "${StackName}-ECSCluster"  # output parameter from another 
 CloudFormation template 
            - !Ref 'TaskNameInput' 
      ScalableDimension: 'ecs:service:DesiredCount' 
      ServiceNamespace: 'ecs' 
      StepScalingPolicyConfiguration: 
        AdjustmentType: 'ChangeInCapacity' 
        StepAdjustments: 
          - MetricIntervalUpperBound: 0 
            ScalingAdjustment: -1 
        MetricAggregationType: 'Average' 
        Cooldown: 60 

  ScaleUpPolicy: 
    Type: AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy 
    DependsOn: ScalableTarget 
    Properties: 
      PolicyName: 
        Fn::Join: 
          - '/' 
          - - scale 
            - !Ref 'TaskNameInput' 
            - up 
      PolicyType: StepScaling 
      ResourceId: 
        Fn::Join: 
          - '/' 
          - - service 
            - Fn::ImportValue: 
                !Sub "${StackName}-ECSCluster" 
            - !Ref 'TaskNameInput' 
      ScalableDimension: 'ecs:service:DesiredCount' 
      ServiceNamespace: 'ecs' 
      StepScalingPolicyConfiguration: 
        AdjustmentType: 'ChangeInCapacity' 
        StepAdjustments: 
          - MetricIntervalLowerBound: 0 
            MetricIntervalUpperBound: 15 
            ScalingAdjustment: 1 
          - MetricIntervalLowerBound: 15 
            MetricIntervalUpperBound: 25 
            ScalingAdjustment: 2 
          - MetricIntervalLowerBound: 25 
            ScalingAdjustment: 3 
        MetricAggregationType: 'Average' 
        Cooldown: 60 

  # Create alarms to trigger these policies 
  LowCpuUsageAlarm: 
    Type: AWS::CloudWatch::Alarm 
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    Properties: 
      AlarmName: 
        Fn::Join: 
          - '-' 
          - - low-cpu 
            - !Ref 'TaskNameInput' 
      AlarmDescription: 
        Fn::Join: 
          - ' ' 
          - - "Low CPU utilization for service" 
            - !Ref 'TaskNameInput' 
      MetricName: CPUUtilization 
      Namespace: AWS/ECS 
      Dimensions: 
        - Name: ServiceName 
          Value: !Ref 'TaskNameInput' 
        - Name: ClusterName 
          Value: 
            Fn::ImportValue: 
              !Sub "${StackName}-ECSCluster" 
      Statistic: Average 
      Period: 60 
      EvaluationPeriods: 1 
      Threshold: 20 
      ComparisonOperator: LessThanOrEqualToThreshold 
      AlarmActions: 
        - !Ref ScaleDownPolicy 

  HighCpuUsageAlarm: 
    Type: AWS::CloudWatch::Alarm 
    Properties: 
      AlarmName: 
        Fn::Join: 
          - '-' 
          - - high-cpu 
            - !Ref 'TaskNameInput' 
      AlarmDescription: 
        Fn::Join: 
          - ' ' 
          - - "High CPU utilization for service" 
            - !Ref 'TaskNameInput' 
      MetricName: CPUUtilization 
      Namespace: AWS/ECS 
      Dimensions: 
        - Name: ServiceName 
          Value: !Ref 'TaskNameInput' 
        - Name: ClusterName 
          Value: 
            Fn::ImportValue: 
              !Sub "${StackName}-ECSCluster" 
      Statistic: Average 
      Period: 60 
      EvaluationPeriods: 1 
      Threshold: 70 
      ComparisonOperator: GreaterThanOrEqualToThreshold 
      AlarmActions: 
        - !Ref ScaleUpPolicy 

  EcsSecurityGroupIngressFromPublicALB: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress 
    Properties: 
      Description: Ingress from the public ALB 
      GroupId: 
        Fn::ImportValue: 
          !Sub "${StackName}-ContainerSecurityGroup" 
      IpProtocol: -1 
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      SourceSecurityGroupId: !Ref 'PublicLoadBalancerSG' 

  # Public load balancer, hosted in public subnets that is accessible 
  # to the public, and is intended to route traffic to one or more public 
  # facing services. This is used for accepting traffic from the public 
  # internet and directing it to public facing microservices 
  PublicLoadBalancerSG: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
    Properties: 
      GroupDescription: Access to the public facing load balancer 
      VpcId: 
        Fn::ImportValue: 
          !Sub "${StackName}-VPC" 
      SecurityGroupIngress: 
          # Allow access to ALB from anywhere on the internet 
          - CidrIp: 0.0.0.0/0 
            IpProtocol: -1 

  PublicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internet-facing 
      LoadBalancerAttributes: 
      - Key: idle_timeout.timeout_seconds 
        Value: '30' 
      Subnets: 
        # The load balancer is placed into the public subnets, so that traffic 
        # from the internet can reach the load balancer directly via the internet gateway 
        - Fn::ImportValue: 
            !Sub "${StackName}-PublicSubnetOne" 
        - Fn::ImportValue: 
            !Sub "${StackName}-PublicSubnetTwo" 
      SecurityGroups: [!Ref 'PublicLoadBalancerSG'] 

  PublicLoadBalancerListener: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener 
    DependsOn: 
      - PublicLoadBalancer 
    Properties: 
      DefaultActions: 
        - TargetGroupArn: !Ref 'TargetGroup' 
          Type: 'forward' 
      LoadBalancerArn: !Ref 'PublicLoadBalancer' 
      Port: 80 
      Protocol: HTTP
# These output values will be available to other templates to use.
Outputs: 
  ServiceEndpoint:        # output 
    Description: The URL to access the service 
    Value: !Sub "http://${PublicLoadBalancer.DNSName}"

これらのファイルを後ほど適応させて使用できますAWS Proton。

独自のインフラストラクチャを Code (IaC) ファイルにAWS 
Proton
少し修正を加えることで、例 1 (p. 50) を (例 3 (p. 59) に示すように)AWS Proton 環境をデプロイす
る際に使用する環境テンプレートバンドルの Infrastructure as Code (IaC) ファイルとして使用できます。

CloudFormation パラメータを使用する代わりに、Jinja 構文を使用して Open API ベースのスキーマファ
イルで定義したパラメータを参照します (p. 94)。これらの入力パラメータは便宜上コメント化されてお
り、IaC ファイル内で複数回参照されます。このようにして、AWS Protonパラメータ値を監査して調べる
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ことができます。また、1 つの IaC ファイルの出力パラメータ値を別の IaC ファイルのパラメータと照合
して挿入することもできます。

管理者として、AWS Protonenvironment.inputs.名前空間を入力パラメータに追加できます。サービ
ス IaC ファイル内で環境 IaC ファイル出力を参照するには、environment.outputs. 名前空間を出力に
追加します (たとえば、environment.outputs.ClusterName). 最後に、波括弧と引用符で囲みます。

これらの変更により、 CloudFormation IaC ファイルはで使用できるようになりますAWS Proton。

例 3:AWS Proton 環境 Infrastructure as Code (IaC) ファイル

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: AWS Fargate cluster running containers in a public subnet. Only supports 
             public facing load balancer, and public service discovery prefixes.
Mappings: 
  # The VPC and subnet configuration is passed in via the environment spec. 
  SubnetConfig: 
    VPC: 
      CIDR: '{{ environment.inputs.vpc_cidr}}'        # input parameter 
    PublicOne: 
      CIDR: '{{ environment.inputs.subnet_one_cidr}}' # input parameter 
    PublicTwo: 
      CIDR: '{{ environment.inputs.subnet_two_cidr}}' # input parameter
Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      EnableDnsSupport: true 
      EnableDnsHostnames: true 
      CidrBlock: !FindInMap ['SubnetConfig', 'VPC', 'CIDR'] 

  # Two public subnets, where containers will have public IP addresses 
  PublicSubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      AvailabilityZone: 
         Fn::Select: 
         - 0 
         - Fn::GetAZs: {Ref: 'AWS::Region'} 
      VpcId: !Ref 'VPC' 
      CidrBlock: !FindInMap ['SubnetConfig', 'PublicOne', 'CIDR'] 
      MapPublicIpOnLaunch: true 

  PublicSubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      AvailabilityZone: 
         Fn::Select: 
         - 1 
         - Fn::GetAZs: {Ref: 'AWS::Region'} 
      VpcId: !Ref 'VPC' 
      CidrBlock: !FindInMap ['SubnetConfig', 'PublicTwo', 'CIDR'] 
      MapPublicIpOnLaunch: true 

  # Setup networking resources for the public subnets. Containers 
  # in the public subnets have public IP addresses and the routing table 
  # sends network traffic via the internet gateway. 
  InternetGateway: 
    Type: AWS::EC2::InternetGateway 
  GatewayAttachement: 
    Type: AWS::EC2::VPCGatewayAttachment 
    Properties: 
      VpcId: !Ref 'VPC' 
      InternetGatewayId: !Ref 'InternetGateway' 
  PublicRouteTable: 
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    Type: AWS::EC2::RouteTable 
    Properties: 
      VpcId: !Ref 'VPC' 
  PublicRoute: 
    Type: AWS::EC2::Route 
    DependsOn: GatewayAttachement 
    Properties: 
      RouteTableId: !Ref 'PublicRouteTable' 
      DestinationCidrBlock: '0.0.0.0/0' 
      GatewayId: !Ref 'InternetGateway' 
  PublicSubnetOneRouteTableAssociation: 
    Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation 
    Properties: 
      SubnetId: !Ref PublicSubnetOne 
      RouteTableId: !Ref PublicRouteTable 
  PublicSubnetTwoRouteTableAssociation: 
    Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation 
    Properties: 
      SubnetId: !Ref PublicSubnetTwo 
      RouteTableId: !Ref PublicRouteTable 

  # ECS Resources 
  ECSCluster: 
    Type: AWS::ECS::Cluster 

  # A security group for the containers we will run in Fargate. 
  # Rules are added to this security group based on what ingress you 
  # add for the cluster. 
  ContainerSecurityGroup: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
    Properties: 
      GroupDescription: Access to the Fargate containers 
      VpcId: !Ref 'VPC' 

  # This is a role which is used by the ECS tasks themselves. 
  ECSTaskExecutionRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: [ecs-tasks.amazonaws.com] 
          Action: ['sts:AssumeRole'] 
      Path: / 
      ManagedPolicyArns: 
        - 'arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSTaskExecutionRolePolicy'

# These output values are available to service infrastructure as code files as outputs, 
 when given the  
# the 'service_instance.environment.outputs.' namespace, for example, 
 service_instance.environment.outputs.ClusterName.

Outputs: 
  ClusterName:                                            # output 
    Description: The name of the ECS cluster 
    Value: !Ref 'ECSCluster' 
  ECSTaskExecutionRole:                                   # output 
    Description: The ARN of the ECS role 
    Value: !GetAtt 'ECSTaskExecutionRole.Arn' 
  VpcId:                                                  # output 
    Description: The ID of the VPC that this stack is deployed in 
    Value: !Ref 'VPC' 
  PublicSubnetOne:                                        # output 
    Description: Public subnet one 
    Value: !Ref 'PublicSubnetOne' 
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  PublicSubnetTwo:                                        # output 
    Description: Public subnet two 
    Value: !Ref 'PublicSubnetTwo' 
  ContainerSecurityGroup:                                 # output 
    Description: A security group used to allow Fargate containers to receive traffic 
    Value: !Ref 'ContainerSecurityGroup'

例 1 と例 (p. 50) 3 (p. 59) の IaC ファイルでは、 CloudFormation スタックが少し異なります。ス
タックテンプレートファイルでは、パラメータの表示が異なります。例 1 CloudFormation スタックテンプ
レートファイルは、スタックテンプレートビューにパラメータラベル (キー) を表示します。例 3 のAWS 
Proton CloudFormation Infrastructure as Infrastructure as インフラストラクチャスタックテンプレートファ
イルにはパラメータ値が表示されます。 AWS Proton入力パラメータは、 CloudFormationコンソールス
タックパラメータビューに表示されません。

例 4 (p. 61)AWS Proton のサービス IaC ファイルは例 2 (p. 53) に対応しています。

例 4:AWS Proton サービスインスタンス IaC ファイル

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: Deploy a service on AWS Fargate, hosted in a public subnet, and accessible via 
 a public load balancer.
Mappings: 
  TaskSize: 
    x-small: 
      cpu: 256 
      memory: 512 
    small: 
      cpu: 512 
      memory: 1024 
    medium: 
      cpu: 1024 
      memory: 2048 
    large: 
      cpu: 2048 
      memory: 4096 
    x-large: 
      cpu: 4096 
      memory: 8192
Resources: 
  # A log group for storing the stdout logs from this service's containers 
  LogGroup: 
    Type: AWS::Logs::LogGroup 
    Properties: 
      LogGroupName: '{{service_instance.name}}' # resource parameter 

  # The task definition. This is a simple metadata description of what 
  # container to run, and what resource requirements it has. 
  TaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Family: '{{service_instance.name}}' 
      Cpu: !FindInMap [TaskSize, {{service_instance.inputs.task_size}}, cpu] # input 
 parameter 
      Memory: !FindInMap [TaskSize, {{service_instance.inputs.task_size}}, memory]  
      NetworkMode: awsvpc 
      RequiresCompatibilities: 
        - FARGATE 
      ExecutionRoleArn: '{{environment.outputs.ECSTaskExecutionRole}}' # output from an 
 environment infrastructure as code file 
      TaskRoleArn: !Ref "AWS::NoValue" 
      ContainerDefinitions: 
        - Name: '{{service_instance.name}}' 
          Cpu: !FindInMap [TaskSize, {{service_instance.inputs.task_size}}, cpu] 
          Memory: !FindInMap [TaskSize, {{service_instance.inputs.task_size}}, memory] 
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          Image: '{{service_instance.inputs.image}}' 
          PortMappings: 
            - ContainerPort: '{{service_instance.inputs.port}}' # input parameter 
          LogConfiguration: 
            LogDriver: 'awslogs' 
            Options: 
              awslogs-group: '{{service_instance.name}}' 
              awslogs-region: !Ref 'AWS::Region' 
              awslogs-stream-prefix: '{{service_instance.name}}' 

  # The service_instance. The service is a resource which allows you to run multiple 
  # copies of a type of task, and gather up their logs and metrics, as well 
  # as monitor the number of running tasks and replace any that have crashed 
  Service: 
    Type: AWS::ECS::Service 
    DependsOn: LoadBalancerRule 
    Properties: 
      ServiceName: '{{service_instance.name}}' 
      Cluster: '{{environment.outputs.ClusterName}}' # output from an environment 
 infrastructure as code file 
      LaunchType: FARGATE 
      DeploymentConfiguration: 
        MaximumPercent: 200 
        MinimumHealthyPercent: 75 
      DesiredCount: '{{service_instance.inputs.desired_count}}'       # input parameter 
      NetworkConfiguration: 
        AwsvpcConfiguration: 
          AssignPublicIp: ENABLED 
          SecurityGroups: 
            - '{{environment.outputs.ContainerSecurityGroup}}' # output from an environment 
 infrastructure as code file 
          Subnets: 
            - '{{environment.outputs.PublicSubnetOne}}'        # output from an environment 
 infrastructure as code file 
            - '{{environment.outputs.PublicSubnetTwo}}' 
      TaskDefinition: !Ref 'TaskDefinition' 
      LoadBalancers: 
        - ContainerName: '{{service_instance.name}}' 
          ContainerPort: '{{service_instance.inputs.port}}' 
          TargetGroupArn: !Ref 'TargetGroup' 

  # A target group. This is used for keeping track of all the tasks, and 
  # what IP addresses / port numbers they have. You can query it yourself, 
  # to use the addresses yourself, but most often this target group is just 
  # connected to an application load balancer, or network load balancer, so 
  # it can automatically distribute traffic across all the targets. 
  TargetGroup: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup 
    Properties: 
      HealthCheckIntervalSeconds: 6 
      HealthCheckPath: / 
      HealthCheckProtocol: HTTP 
      HealthCheckTimeoutSeconds: 5 
      HealthyThresholdCount: 2 
      TargetType: ip 
      Name: '{{service_instance.name}}' 
      Port: '{{service_instance.inputs.port}}' 
      Protocol: HTTP 
      UnhealthyThresholdCount: 2 
      VpcId: '{{environment.outputs.VpcId}}' # output from an environment infrastructure as 
 code file 

  # Create a rule on the load balancer for routing traffic to the target group 
  LoadBalancerRule: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule 
    Properties: 

62



AWS Proton ユーザーガイド
AWS CloudFormation IaC ファイル

      Actions: 
        - TargetGroupArn: !Ref 'TargetGroup' 
          Type: 'forward' 
      Conditions: 
        - Field: path-pattern 
          Values: 
            - '*' 
      ListenerArn: !Ref PublicLoadBalancerListener 
      Priority: 1 

  # Enable autoscaling for this service 
  ScalableTarget: 
    Type: AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget 
    DependsOn: Service 
    Properties: 
      ServiceNamespace: 'ecs' 
      ScalableDimension: 'ecs:service:DesiredCount' 
      ResourceId: 
        Fn::Join: 
          - '/' 
          - - service 
            - '{{environment.outputs.ClusterName}}' # output from an environment 
 infrastructure as code file 
            - '{{service_instance.name}}' 
      MinCapacity: 1 
      MaxCapacity: 10 
      RoleARN: !Sub arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/aws-service-role/ecs.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_ECSService 

  # Create scaling policies for the service 
  ScaleDownPolicy: 
    Type: AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy 
    DependsOn: ScalableTarget 
    Properties: 
      PolicyName: 
        Fn::Join: 
          - '/' 
          - - scale 
            - '{{service_instance.name}}' 
            - down 
      PolicyType: StepScaling 
      ResourceId: 
        Fn::Join: 
          - '/' 
          - - service 
            - '{{environment.outputs.ClusterName}}' 
            - '{{service_instance.name}}' 
      ScalableDimension: 'ecs:service:DesiredCount' 
      ServiceNamespace: 'ecs' 
      StepScalingPolicyConfiguration: 
        AdjustmentType: 'ChangeInCapacity' 
        StepAdjustments: 
          - MetricIntervalUpperBound: 0 
            ScalingAdjustment: -1 
        MetricAggregationType: 'Average' 
        Cooldown: 60 

  ScaleUpPolicy: 
    Type: AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy 
    DependsOn: ScalableTarget 
    Properties: 
      PolicyName: 
        Fn::Join: 
          - '/' 
          - - scale 
            - '{{service_instance.name}}' 
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            - up 
      PolicyType: StepScaling 
      ResourceId: 
        Fn::Join: 
          - '/' 
          - - service 
            - '{{environment.outputs.ClusterName}}' 
            - '{{service_instance.name}}' 
      ScalableDimension: 'ecs:service:DesiredCount' 
      ServiceNamespace: 'ecs' 
      StepScalingPolicyConfiguration: 
        AdjustmentType: 'ChangeInCapacity' 
        StepAdjustments: 
          - MetricIntervalLowerBound: 0 
            MetricIntervalUpperBound: 15 
            ScalingAdjustment: 1 
          - MetricIntervalLowerBound: 15 
            MetricIntervalUpperBound: 25 
            ScalingAdjustment: 2 
          - MetricIntervalLowerBound: 25 
            ScalingAdjustment: 3 
        MetricAggregationType: 'Average' 
        Cooldown: 60 

  # Create alarms to trigger these policies 
  LowCpuUsageAlarm: 
    Type: AWS::CloudWatch::Alarm 
    Properties: 
      AlarmName: 
        Fn::Join: 
          - '-' 
          - - low-cpu 
            - '{{service_instance.name}}' 
      AlarmDescription: 
        Fn::Join: 
          - ' ' 
          - - "Low CPU utilization for service" 
            - '{{service_instance.name}}' 
      MetricName: CPUUtilization 
      Namespace: AWS/ECS 
      Dimensions: 
        - Name: ServiceName 
          Value: '{{service_instance.name}}' 
        - Name: ClusterName 
          Value: 
            '{{environment.outputs.ClusterName}}' 
      Statistic: Average 
      Period: 60 
      EvaluationPeriods: 1 
      Threshold: 20 
      ComparisonOperator: LessThanOrEqualToThreshold 
      AlarmActions: 
        - !Ref ScaleDownPolicy 

  HighCpuUsageAlarm: 
    Type: AWS::CloudWatch::Alarm 
    Properties: 
      AlarmName: 
        Fn::Join: 
          - '-' 
          - - high-cpu 
            - '{{service_instance.name}}' 
      AlarmDescription: 
        Fn::Join: 
          - ' ' 
          - - "High CPU utilization for service" 
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            - '{{service_instance.name}}' 
      MetricName: CPUUtilization 
      Namespace: AWS/ECS 
      Dimensions: 
        - Name: ServiceName 
          Value: '{{service_instance.name}}' 
        - Name: ClusterName 
          Value: 
            '{{environment.outputs.ClusterName}}' 
      Statistic: Average 
      Period: 60 
      EvaluationPeriods: 1 
      Threshold: 70 
      ComparisonOperator: GreaterThanOrEqualToThreshold 
      AlarmActions: 
        - !Ref ScaleUpPolicy 

  EcsSecurityGroupIngressFromPublicALB: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress 
    Properties: 
      Description: Ingress from the public ALB 
      GroupId: '{{environment.outputs.ContainerSecurityGroup}}' 
      IpProtocol: -1 
      SourceSecurityGroupId: !Ref 'PublicLoadBalancerSG' 

  # Public load balancer, hosted in public subnets that is accessible 
  # to the public, and is intended to route traffic to one or more public 
  # facing services. This is used for accepting traffic from the public 
  # internet and directing it to public facing microservices 
  PublicLoadBalancerSG: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
    Properties: 
      GroupDescription: Access to the public facing load balancer 
      VpcId: '{{environment.outputs.VpcId}}' 
      SecurityGroupIngress: 
          # Allow access to ALB from anywhere on the internet 
          - CidrIp: 0.0.0.0/0 
            IpProtocol: -1 

  PublicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internet-facing 
      LoadBalancerAttributes: 
      - Key: idle_timeout.timeout_seconds 
        Value: '30' 
      Subnets: 
        # The load balancer is placed into the public subnets, so that traffic 
        # from the internet can reach the load balancer directly via the internet gateway 
        - '{{environment.outputs.PublicSubnetOne}}' 
        - '{{environment.outputs.PublicSubnetTwo}}' 
      SecurityGroups: [!Ref 'PublicLoadBalancerSG'] 

  PublicLoadBalancerListener: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener 
    DependsOn: 
      - PublicLoadBalancer 
    Properties: 
      DefaultActions: 
        - TargetGroupArn: !Ref 'TargetGroup' 
          Type: 'forward' 
      LoadBalancerArn: !Ref 'PublicLoadBalancer' 
      Port: 80 
      Protocol: HTTP
Outputs: 
  ServiceEndpoint:         # output 
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    Description: The URL to access the service 
    Value: !Sub "http://${PublicLoadBalancer.DNSName}"

例 5 (p. 66) では、AWS Protonパイプライン IaC ファイルは、例 4 (p. 61) でプロビジョニングされ
たサービスインスタンスをサポートするようにパイプラインインフラストラクチャをプロビジョニングし
ます。

例 5:AWS Proton サービスパイプライン IaC ファイル

Resources: 
  ECRRepo: 
    Type: AWS::ECR::Repository 
    DeletionPolicy: Retain 
  BuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: CODEPIPELINE 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/amazonlinux2-x86_64-standard:3.0 
        PrivilegedMode: true 
        Type: LINUX_CONTAINER 
        EnvironmentVariables: 
        - Name: repo_name 
          Type: PLAINTEXT 
          Value: !Ref ECRRepo 
        - Name: service_name 
          Type: PLAINTEXT 
          Value: '{{ service.name }}'    # resource parameter 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
          - PublishRole 
          - Arn 
      Source: 
        BuildSpec: 
          Fn::Join: 
            - "" 
            - - >- 
                { 
                  "version": "0.2", 
                  "phases": { 
                    "install": { 
                      "runtime-versions": { 
                        "docker": 18 
                      }, 
                      "commands": [ 
                        "pip3 install --upgrade --user awscli", 
                        "echo 
 'f6bd1536a743ab170b35c94ed4c7c4479763356bd543af5d391122f4af852460  yq_linux_amd64' > 
 yq_linux_amd64.sha", 
                        "wget https://github.com/mikefarah/yq/releases/download/3.4.0/
yq_linux_amd64", 
                        "sha256sum -c yq_linux_amd64.sha", 
                        "mv yq_linux_amd64 /usr/bin/yq", 
                        "chmod +x /usr/bin/yq" 
                      ] 
                    }, 
                    "pre_build": { 
                      "commands": [ 
                        "cd $CODEBUILD_SRC_DIR", 
                        "$(aws ecr get-login --no-include-email --region 
 $AWS_DEFAULT_REGION)", 
                        "{{ pipeline.inputs.unit_test_command }}",    # input parameter 
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                      ] 
                    }, 
                    "build": { 
                      "commands": [ 
                        "IMAGE_REPO_NAME=$repo_name", 
                        "IMAGE_TAG=$CODEBUILD_BUILD_NUMBER", 
                        "IMAGE_ID= 
              - Ref: AWS::AccountId 
              - >- 
                .dkr.ecr.$AWS_DEFAULT_REGION.amazonaws.com/$IMAGE_REPO_NAME:$IMAGE_TAG", 
                        "docker build -t $IMAGE_REPO_NAME:$IMAGE_TAG -f 
 {{ pipeline.inputs.dockerfile }} .",     # input parameter 
                        "docker tag $IMAGE_REPO_NAME:$IMAGE_TAG $IMAGE_ID;", 
                        "docker push $IMAGE_ID" 
                      ] 
                    }, 
                    "post_build": { 
                      "commands": [ 
                        "aws proton --region $AWS_DEFAULT_REGION get-service --name 
 $service_name | jq -r .service.spec > service.yaml", 
                        "yq w service.yaml 'instances[*].spec.image' \"$IMAGE_ID\" > 
 rendered_service.yaml" 
                      ] 
                    } 
                  }, 
                  "artifacts": { 
                    "files": [ 
                      "rendered_service.yaml" 
                    ] 
                  } 
                } 
        Type: CODEPIPELINE 
      EncryptionKey: 
        Fn::GetAtt: 
          - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey 
          - Arn
{% for service_instance in service_instances %} 
  Deploy{{loop.index}}Project: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: CODEPIPELINE 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/amazonlinux2-x86_64-standard:3.0 
        PrivilegedMode: false 
        Type: LINUX_CONTAINER 
        EnvironmentVariables: 
        - Name: service_name 
          Type: PLAINTEXT 
          Value:  '{{service.name}}'          # resource parameter 
        - Name: service_instance_name 
          Type: PLAINTEXT 
          Value: '{{service_instance.name}}'  # resource parameter 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
          - DeploymentRole 
          - Arn 
      Source: 
        BuildSpec: >- 
          { 
            "version": "0.2", 
            "phases": { 
              "build": { 
                "commands": [ 
                  "pip3 install --upgrade --user awscli", 
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                  "aws proton --region $AWS_DEFAULT_REGION update-service-instance --
deployment-type CURRENT_VERSION --name $service_instance_name --service-name $service_name 
 --spec file://rendered_service.yaml", 
                  "aws proton --region $AWS_DEFAULT_REGION wait service-instance-deployed 
 --name $service_instance_name --service-name $service_name" 
                ] 
              } 
            } 
          } 
        Type: CODEPIPELINE 
      EncryptionKey: 
        Fn::GetAtt: 
          - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey 
          - Arn
{% endfor %} 
  # This role is used to build and publish an image to ECR 
  PublishRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Statement: 
          - Action: sts:AssumeRole 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: codebuild.amazonaws.com 
        Version: "2012-10-17" 
  PublishRoleDefaultPolicy: 
    Type: AWS::IAM::Policy 
    Properties: 
      PolicyDocument: 
        Statement: 
          - Action: 
              - logs:CreateLogGroup 
              - logs:CreateLogStream 
              - logs:PutLogEvents 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              - Fn::Join: 
                  - "" 
                  - - "arn:" 
                    - Ref: AWS::Partition 
                    - ":logs:" 
                    - Ref: AWS::Region 
                    - ":" 
                    - Ref: AWS::AccountId 
                    - :log-group:/aws/codebuild/ 
                    - Ref: BuildProject 
              - Fn::Join: 
                  - "" 
                  - - "arn:" 
                    - Ref: AWS::Partition 
                    - ":logs:" 
                    - Ref: AWS::Region 
                    - ":" 
                    - Ref: AWS::AccountId 
                    - :log-group:/aws/codebuild/ 
                    - Ref: BuildProject 
                    - :* 
          - Action: 
              - codebuild:CreateReportGroup 
              - codebuild:CreateReport 
              - codebuild:UpdateReport 
              - codebuild:BatchPutTestCases 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
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                - "" 
                - - "arn:" 
                  - Ref: AWS::Partition 
                  - ":codebuild:" 
                  - Ref: AWS::Region 
                  - ":" 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - :report-group/ 
                  - Ref: BuildProject 
                  - -* 
          - Action: 
              - ecr:GetAuthorizationToken 
            Effect: Allow 
            Resource: "*" 
          - Action: 
              - ecr:BatchCheckLayerAvailability 
              - ecr:CompleteLayerUpload 
              - ecr:GetAuthorizationToken 
              - ecr:InitiateLayerUpload 
              - ecr:PutImage 
              - ecr:UploadLayerPart 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::GetAtt: 
                - ECRRepo 
                - Arn 
          - Action: 
              - proton:GetService 
            Effect: Allow 
            Resource: "*" 
          - Action: 
              - s3:GetObject* 
              - s3:GetBucket* 
              - s3:List* 
              - s3:DeleteObject* 
              - s3:PutObject* 
              - s3:Abort* 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              - Fn::GetAtt: 
                  - PipelineArtifactsBucket 
                  - Arn 
              - Fn::Join: 
                  - "" 
                  - - Fn::GetAtt: 
                        - PipelineArtifactsBucket 
                        - Arn 
                    - /* 
          - Action: 
              - kms:Decrypt 
              - kms:DescribeKey 
              - kms:Encrypt 
              - kms:ReEncrypt* 
              - kms:GenerateDataKey* 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::GetAtt: 
                - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey 
                - Arn 
          - Action: 
              - kms:Decrypt 
              - kms:Encrypt 
              - kms:ReEncrypt* 
              - kms:GenerateDataKey* 
            Effect: Allow 
            Resource: 
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              Fn::GetAtt: 
                - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey 
                - Arn 
        Version: "2012-10-17" 
      PolicyName: PublishRoleDefaultPolicy 
      Roles: 
        - Ref: PublishRole 

  DeploymentRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Statement: 
          - Action: sts:AssumeRole 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: codebuild.amazonaws.com 
        Version: "2012-10-17" 
  DeploymentRoleDefaultPolicy: 
    Type: AWS::IAM::Policy 
    Properties: 
      PolicyDocument: 
        Statement: 
          - Action: 
              - logs:CreateLogGroup 
              - logs:CreateLogStream 
              - logs:PutLogEvents 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              - Fn::Join: 
                  - "" 
                  - - "arn:" 
                    - Ref: AWS::Partition 
                    - ":logs:" 
                    - Ref: AWS::Region 
                    - ":" 
                    - Ref: AWS::AccountId 
                    - :log-group:/aws/codebuild/Deploy*Project* 
              - Fn::Join: 
                  - "" 
                  - - "arn:" 
                    - Ref: AWS::Partition 
                    - ":logs:" 
                    - Ref: AWS::Region 
                    - ":" 
                    - Ref: AWS::AccountId 
                    - :log-group:/aws/codebuild/Deploy*Project:* 
          - Action: 
              - codebuild:CreateReportGroup 
              - codebuild:CreateReport 
              - codebuild:UpdateReport 
              - codebuild:BatchPutTestCases 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - "" 
                - - "arn:" 
                  - Ref: AWS::Partition 
                  - ":codebuild:" 
                  - Ref: AWS::Region 
                  - ":" 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - :report-group/Deploy*Project 
                  - -* 
          - Action: 
              - proton:UpdateServiceInstance 
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              - proton:GetServiceInstance 
            Effect: Allow 
            Resource: "*" 
          - Action: 
              - s3:GetObject* 
              - s3:GetBucket* 
              - s3:List* 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              - Fn::GetAtt: 
                  - PipelineArtifactsBucket 
                  - Arn 
              - Fn::Join: 
                  - "" 
                  - - Fn::GetAtt: 
                        - PipelineArtifactsBucket 
                        - Arn 
                    - /* 
          - Action: 
              - kms:Decrypt 
              - kms:DescribeKey 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::GetAtt: 
                - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey 
                - Arn 
          - Action: 
              - kms:Decrypt 
              - kms:Encrypt 
              - kms:ReEncrypt* 
              - kms:GenerateDataKey* 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::GetAtt: 
                - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey 
                - Arn 
        Version: "2012-10-17" 
      PolicyName: DeploymentRoleDefaultPolicy 
      Roles: 
        - Ref: DeploymentRole 
  PipelineArtifactsBucketEncryptionKey: 
    Type: AWS::KMS::Key 
    Properties: 
      KeyPolicy: 
        Statement: 
          - Action: 
              - kms:Create* 
              - kms:Describe* 
              - kms:Enable* 
              - kms:List* 
              - kms:Put* 
              - kms:Update* 
              - kms:Revoke* 
              - kms:Disable* 
              - kms:Get* 
              - kms:Delete* 
              - kms:ScheduleKeyDeletion 
              - kms:CancelKeyDeletion 
              - kms:GenerateDataKey 
              - kms:TagResource 
              - kms:UntagResource 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              AWS: 
                Fn::Join: 
                  - "" 
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                  - - "arn:" 
                    - Ref: AWS::Partition 
                    - ":iam::" 
                    - Ref: AWS::AccountId 
                    - :root 
            Resource: "*" 
          - Action: 
              - kms:Decrypt 
              - kms:DescribeKey 
              - kms:Encrypt 
              - kms:ReEncrypt* 
              - kms:GenerateDataKey* 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              AWS: 
                Fn::GetAtt: 
                  - PipelineRole 
                  - Arn 
            Resource: "*" 
          - Action: 
              - kms:Decrypt 
              - kms:DescribeKey 
              - kms:Encrypt 
              - kms:ReEncrypt* 
              - kms:GenerateDataKey* 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              AWS: 
                Fn::GetAtt: 
                  - PublishRole 
                  - Arn 
            Resource: "*" 
          - Action: 
              - kms:Decrypt 
              - kms:Encrypt 
              - kms:ReEncrypt* 
              - kms:GenerateDataKey* 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              AWS: 
                Fn::GetAtt: 
                  - PublishRole 
                  - Arn 
            Resource: "*" 
          - Action: 
              - kms:Decrypt 
              - kms:DescribeKey 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              AWS: 
                Fn::GetAtt: 
                  - DeploymentRole 
                  - Arn 
            Resource: "*" 
          - Action: 
              - kms:Decrypt 
              - kms:Encrypt 
              - kms:ReEncrypt* 
              - kms:GenerateDataKey* 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              AWS: 
                Fn::GetAtt: 
                  - DeploymentRole 
                  - Arn 
            Resource: "*" 
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        Version: "2012-10-17" 
    UpdateReplacePolicy: Delete 
    DeletionPolicy: Delete 
  PipelineArtifactsBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      VersioningConfiguration: 
        Status: Enabled 
      BucketEncryption: 
        ServerSideEncryptionConfiguration: 
          - ServerSideEncryptionByDefault: 
              KMSMasterKeyID: 
                Fn::GetAtt: 
                  - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey 
                  - Arn 
              SSEAlgorithm: aws:kms 
      PublicAccessBlockConfiguration: 
        BlockPublicAcls: true 
        BlockPublicPolicy: true 
        IgnorePublicAcls: true 
        RestrictPublicBuckets: true 
    UpdateReplacePolicy: Retain 
    DeletionPolicy: Retain 
  PipelineArtifactsBucketEncryptionKeyAlias: 
    Type: AWS::KMS::Alias 
    Properties: 
      AliasName: 'alias/codepipeline-encryption-key-{{ service.name }}' 
      TargetKeyId: 
        Fn::GetAtt: 
          - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey 
          - Arn 
    UpdateReplacePolicy: Delete 
    DeletionPolicy: Delete 
  PipelineRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Statement: 
          - Action: sts:AssumeRole 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: codepipeline.amazonaws.com 
        Version: "2012-10-17" 
  PipelineRoleDefaultPolicy: 
    Type: AWS::IAM::Policy 
    Properties: 
      PolicyDocument: 
        Statement: 
          - Action: 
              - s3:GetObject* 
              - s3:GetBucket* 
              - s3:List* 
              - s3:DeleteObject* 
              - s3:PutObject* 
              - s3:Abort* 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              - Fn::GetAtt: 
                  - PipelineArtifactsBucket 
                  - Arn 
              - Fn::Join: 
                  - "" 
                  - - Fn::GetAtt: 
                        - PipelineArtifactsBucket 
                        - Arn 
                    - /* 
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          - Action: 
              - kms:Decrypt 
              - kms:DescribeKey 
              - kms:Encrypt 
              - kms:ReEncrypt* 
              - kms:GenerateDataKey* 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::GetAtt: 
                - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey 
                - Arn 
          - Action: codestar-connections:* 
            Effect: Allow 
            Resource: "*" 
          - Action: sts:AssumeRole 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::GetAtt: 
                - PipelineBuildCodePipelineActionRole 
                - Arn 
          - Action: sts:AssumeRole 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::GetAtt: 
                - PipelineDeployCodePipelineActionRole 
                - Arn 
        Version: "2012-10-17" 
      PolicyName: PipelineRoleDefaultPolicy 
      Roles: 
        - Ref: PipelineRole 
  Pipeline: 
    Type: AWS::CodePipeline::Pipeline 
    Properties: 
      RoleArn: 
        Fn::GetAtt: 
          - PipelineRole 
          - Arn 
      Stages: 
        - Actions: 
            - ActionTypeId: 
                Category: Source 
                Owner: AWS 
                Provider: CodeStarSourceConnection 
                Version: "1" 
              Configuration: 
                ConnectionArn: '{{ service.repository_connection_arn }}' 
                FullRepositoryId: '{{ service.repository_id }}' 
                BranchName: '{{ service.branch_name }}' 
              Name: Checkout 
              OutputArtifacts: 
                - Name: Artifact_Source_Checkout 
              RunOrder: 1 
          Name: Source 
        - Actions: 
            - ActionTypeId: 
                Category: Build 
                Owner: AWS 
                Provider: CodeBuild 
                Version: "1" 
              Configuration: 
                ProjectName: 
                  Ref: BuildProject 
              InputArtifacts: 
                - Name: Artifact_Source_Checkout 
              Name: Build 
              OutputArtifacts: 
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                - Name: BuildOutput 
              RoleArn: 
                Fn::GetAtt: 
                  - PipelineBuildCodePipelineActionRole 
                  - Arn 
              RunOrder: 1 
          Name: Build {%- for service_instance in service_instances %} 
        - Actions: 
            - ActionTypeId: 
                Category: Build 
                Owner: AWS 
                Provider: CodeBuild 
                Version: "1" 
              Configuration: 
                ProjectName: 
                  Ref: Deploy{{loop.index}}Project 
              InputArtifacts: 
                - Name: BuildOutput 
              Name: Deploy 
              RoleArn: 
                Fn::GetAtt: 
                  - PipelineDeployCodePipelineActionRole 
                  - Arn 
              RunOrder: 1 
          Name: 'Deploy{{service_instance.name}}'
{%- endfor %} 
      ArtifactStore: 
        EncryptionKey: 
          Id: 
            Fn::GetAtt: 
              - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey 
              - Arn 
          Type: KMS 
        Location: 
          Ref: PipelineArtifactsBucket 
        Type: S3 
    DependsOn: 
      - PipelineRoleDefaultPolicy 
      - PipelineRole 
  PipelineBuildCodePipelineActionRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Statement: 
          - Action: sts:AssumeRole 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              AWS: 
                Fn::Join: 
                  - "" 
                  - - "arn:" 
                    - Ref: AWS::Partition 
                    - ":iam::" 
                    - Ref: AWS::AccountId 
                    - :root 
        Version: "2012-10-17" 
  PipelineBuildCodePipelineActionRoleDefaultPolicy: 
    Type: AWS::IAM::Policy 
    Properties: 
      PolicyDocument: 
        Statement: 
          - Action: 
              - codebuild:BatchGetBuilds 
              - codebuild:StartBuild 
              - codebuild:StopBuild 
            Effect: Allow 
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            Resource: 
              Fn::GetAtt: 
                - BuildProject 
                - Arn 
        Version: "2012-10-17" 
      PolicyName: PipelineBuildCodePipelineActionRoleDefaultPolicy 
      Roles: 
        - Ref: PipelineBuildCodePipelineActionRole 
  PipelineDeployCodePipelineActionRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Statement: 
          - Action: sts:AssumeRole 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              AWS: 
                Fn::Join: 
                  - "" 
                  - - "arn:" 
                    - Ref: AWS::Partition 
                    - ":iam::" 
                    - Ref: AWS::AccountId 
                    - :root 
        Version: "2012-10-17" 
  PipelineDeployCodePipelineActionRoleDefaultPolicy: 
    Type: AWS::IAM::Policy 
    Properties: 
      PolicyDocument: 
        Statement: 
          - Action: 
              - codebuild:BatchGetBuilds 
              - codebuild:StartBuild 
              - codebuild:StopBuild 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - "" 
                - - "arn:" 
                  - Ref: AWS::Partition 
                  - ":codebuild:" 
                  - Ref: AWS::Region 
                  - ":" 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - ":project/Deploy*" 
        Version: "2012-10-17" 
      PolicyName: PipelineDeployCodePipelineActionRoleDefaultPolicy 
      Roles: 
        - Ref: PipelineDeployCodePipelineActionRole
Outputs: 
  PipelineEndpoint: 
    Description: The URL to access the pipeline 
    Value: !Sub "https://${AWS::Region}.console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/
pipelines/${Pipeline}/view?region=${AWS::Region}" 

                ] 
              } 
            } 
          } 
        Type: CODEPIPELINE 
      EncryptionKey: 
        Fn::GetAtt: 
          - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey 
          - Arn
{% endfor %} 
  # This role is used to build and publish an image to ECR 
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  PublishRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Statement: 
          - Action: sts:AssumeRole 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: codebuild.amazonaws.com 
        Version: "2012-10-17" 
  PublishRoleDefaultPolicy: 
    Type: AWS::IAM::Policy 
    Properties: 
      PolicyDocument: 
        Statement: 
          - Action: 
              - logs:CreateLogGroup 
              - logs:CreateLogStream 
              - logs:PutLogEvents 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              - Fn::Join: 
                  - "" 
                  - - "arn:" 
                    - Ref: AWS::Partition 
                    - ":logs:" 
                    - Ref: AWS::Region 
                    - ":" 
                    - Ref: AWS::AccountId 
                    - :log-group:/aws/codebuild/ 
                    - Ref: BuildProject 
              - Fn::Join: 
                  - "" 
                  - - "arn:" 
                    - Ref: AWS::Partition 
                    - ":logs:" 
                    - Ref: AWS::Region 
                    - ":" 
                    - Ref: AWS::AccountId 
                    - :log-group:/aws/codebuild/ 
                    - Ref: BuildProject 
                    - :* 
          - Action: 
              - codebuild:CreateReportGroup 
              - codebuild:CreateReport 
              - codebuild:UpdateReport 
              - codebuild:BatchPutTestCases 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - "" 
                - - "arn:" 
                  - Ref: AWS::Partition 
                  - ":codebuild:" 
                  - Ref: AWS::Region 
                  - ":" 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - :report-group/ 
                  - Ref: BuildProject 
                  - -* 
          - Action: 
              - ecr:GetAuthorizationToken 
            Effect: Allow 
            Resource: "*" 
          - Action: 
              - ecr:BatchCheckLayerAvailability 
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              - ecr:CompleteLayerUpload 
              - ecr:GetAuthorizationToken 
              - ecr:InitiateLayerUpload 
              - ecr:PutImage 
              - ecr:UploadLayerPart 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::GetAtt: 
                - ECRRepo 
                - Arn 
          - Action: 
              - proton:GetService 
            Effect: Allow 
            Resource: "*" 
          - Action: s3:GetObject 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              - "arn:aws:s3:::aws-proton-preview-public-files/*" 
          - Action: 
              - s3:GetObject* 
              - s3:GetBucket* 
              - s3:List* 
              - s3:DeleteObject* 
              - s3:PutObject* 
              - s3:Abort* 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              - Fn::GetAtt: 
                  - PipelineArtifactsBucket 
                  - Arn 
              - Fn::Join: 
                  - "" 
                  - - Fn::GetAtt: 
                        - PipelineArtifactsBucket 
                        - Arn 
                    - /* 
          - Action: 
              - kms:Decrypt 
              - kms:DescribeKey 
              - kms:Encrypt 
              - kms:ReEncrypt* 
              - kms:GenerateDataKey* 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::GetAtt: 
                - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey 
                - Arn 
          - Action: 
              - kms:Decrypt 
              - kms:Encrypt 
              - kms:ReEncrypt* 
              - kms:GenerateDataKey* 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::GetAtt: 
                - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey 
                - Arn 
        Version: "2012-10-17" 
      PolicyName: PublishRoleDefaultPolicy 
      Roles: 
        - Ref: PublishRole 

  DeploymentRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
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        Statement: 
          - Action: sts:AssumeRole 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: codebuild.amazonaws.com 
        Version: "2012-10-17" 
  DeploymentRoleDefaultPolicy: 
    Type: AWS::IAM::Policy 
    Properties: 
      PolicyDocument: 
        Statement: 
          - Action: 
              - logs:CreateLogGroup 
              - logs:CreateLogStream 
              - logs:PutLogEvents 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              - Fn::Join: 
                  - "" 
                  - - "arn:" 
                    - Ref: AWS::Partition 
                    - ":logs:" 
                    - Ref: AWS::Region 
                    - ":" 
                    - Ref: AWS::AccountId 
                    - :log-group:/aws/codebuild/Deploy*Project* 
              - Fn::Join: 
                  - "" 
                  - - "arn:" 
                    - Ref: AWS::Partition 
                    - ":logs:" 
                    - Ref: AWS::Region 
                    - ":" 
                    - Ref: AWS::AccountId 
                    - :log-group:/aws/codebuild/Deploy*Project:* 
          - Action: 
              - codebuild:CreateReportGroup 
              - codebuild:CreateReport 
              - codebuild:UpdateReport 
              - codebuild:BatchPutTestCases 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - "" 
                - - "arn:" 
                  - Ref: AWS::Partition 
                  - ":codebuild:" 
                  - Ref: AWS::Region 
                  - ":" 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - :report-group/Deploy*Project 
                  - -* 
          - Action: 
              - proton:UpdateServiceInstance 
              - proton:GetServiceInstance 
            Effect: Allow 
            Resource: "*" 
          - Action: s3:GetObject 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              - "arn:aws:s3:::aws-proton-preview-public-files/*" 
          - Action: 
              - s3:GetObject* 
              - s3:GetBucket* 
              - s3:List* 
            Effect: Allow 
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            Resource: 
              - Fn::GetAtt: 
                  - PipelineArtifactsBucket 
                  - Arn 
              - Fn::Join: 
                  - "" 
                  - - Fn::GetAtt: 
                        - PipelineArtifactsBucket 
                        - Arn 
                    - /* 
          - Action: 
              - kms:Decrypt 
              - kms:DescribeKey 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::GetAtt: 
                - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey 
                - Arn 
          - Action: 
              - kms:Decrypt 
              - kms:Encrypt 
              - kms:ReEncrypt* 
              - kms:GenerateDataKey* 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::GetAtt: 
                - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey 
                - Arn 
        Version: "2012-10-17" 
      PolicyName: DeploymentRoleDefaultPolicy 
      Roles: 
        - Ref: DeploymentRole 
  PipelineArtifactsBucketEncryptionKey: 
    Type: AWS::KMS::Key 
    Properties: 
      KeyPolicy: 
        Statement: 
          - Action: 
              - kms:Create* 
              - kms:Describe* 
              - kms:Enable* 
              - kms:List* 
              - kms:Put* 
              - kms:Update* 
              - kms:Revoke* 
              - kms:Disable* 
              - kms:Get* 
              - kms:Delete* 
              - kms:ScheduleKeyDeletion 
              - kms:CancelKeyDeletion 
              - kms:GenerateDataKey 
              - kms:TagResource 
              - kms:UntagResource 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              AWS: 
                Fn::Join: 
                  - "" 
                  - - "arn:" 
                    - Ref: AWS::Partition 
                    - ":iam::" 
                    - Ref: AWS::AccountId 
                    - :root 
            Resource: "*" 
          - Action: 
              - kms:Decrypt 
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              - kms:DescribeKey 
              - kms:Encrypt 
              - kms:ReEncrypt* 
              - kms:GenerateDataKey* 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              AWS: 
                Fn::GetAtt: 
                  - PipelineRole 
                  - Arn 
            Resource: "*" 
          - Action: 
              - kms:Decrypt 
              - kms:DescribeKey 
              - kms:Encrypt 
              - kms:ReEncrypt* 
              - kms:GenerateDataKey* 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              AWS: 
                Fn::GetAtt: 
                  - PublishRole 
                  - Arn 
            Resource: "*" 
          - Action: 
              - kms:Decrypt 
              - kms:Encrypt 
              - kms:ReEncrypt* 
              - kms:GenerateDataKey* 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              AWS: 
                Fn::GetAtt: 
                  - PublishRole 
                  - Arn 
            Resource: "*" 
          - Action: 
              - kms:Decrypt 
              - kms:DescribeKey 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              AWS: 
                Fn::GetAtt: 
                  - DeploymentRole 
                  - Arn 
            Resource: "*" 
          - Action: 
              - kms:Decrypt 
              - kms:Encrypt 
              - kms:ReEncrypt* 
              - kms:GenerateDataKey* 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              AWS: 
                Fn::GetAtt: 
                  - DeploymentRole 
                  - Arn 
            Resource: "*" 
        Version: "2012-10-17" 
    UpdateReplacePolicy: Delete 
    DeletionPolicy: Delete 
  PipelineArtifactsBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      BucketEncryption: 
        ServerSideEncryptionConfiguration: 
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          - ServerSideEncryptionByDefault: 
              KMSMasterKeyID: 
                Fn::GetAtt: 
                  - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey 
                  - Arn 
              SSEAlgorithm: aws:kms 
      PublicAccessBlockConfiguration: 
        BlockPublicAcls: true 
        BlockPublicPolicy: true 
        IgnorePublicAcls: true 
        RestrictPublicBuckets: true 
    UpdateReplacePolicy: Retain 
    DeletionPolicy: Retain 
  PipelineArtifactsBucketEncryptionKeyAlias: 
    Type: AWS::KMS::Alias 
    Properties: 
      AliasName: 'alias/codepipeline-encryption-key-{{ service.name }}'     # resource 
 parameter 
      TargetKeyId: 
        Fn::GetAtt: 
          - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey 
          - Arn 
    UpdateReplacePolicy: Delete 
    DeletionPolicy: Delete 
  PipelineRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Statement: 
          - Action: sts:AssumeRole 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: codepipeline.amazonaws.com 
        Version: "2012-10-17" 
  PipelineRoleDefaultPolicy: 
    Type: AWS::IAM::Policy 
    Properties: 
      PolicyDocument: 
        Statement: 
          - Action: 
              - s3:GetObject* 
              - s3:GetBucket* 
              - s3:List* 
              - s3:DeleteObject* 
              - s3:PutObject* 
              - s3:Abort* 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              - Fn::GetAtt: 
                  - PipelineArtifactsBucket 
                  - Arn 
              - Fn::Join: 
                  - "" 
                  - - Fn::GetAtt: 
                        - PipelineArtifactsBucket 
                        - Arn 
                    - /* 
          - Action: 
              - kms:Decrypt 
              - kms:DescribeKey 
              - kms:Encrypt 
              - kms:ReEncrypt* 
              - kms:GenerateDataKey* 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::GetAtt: 

82



AWS Proton ユーザーガイド
AWS CloudFormation IaC ファイル

                - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey 
                - Arn 
          - Action: codestar-connections:* 
            Effect: Allow 
            Resource: "*" 
          - Action: sts:AssumeRole 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::GetAtt: 
                - PipelineBuildCodePipelineActionRole 
                - Arn 
          - Action: sts:AssumeRole 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::GetAtt: 
                - PipelineDeployCodePipelineActionRole 
                - Arn 
        Version: "2012-10-17" 
      PolicyName: PipelineRoleDefaultPolicy 
      Roles: 
        - Ref: PipelineRole 
  Pipeline: 
    Type: AWS::CodePipeline::Pipeline 
    Properties: 
      RoleArn: 
        Fn::GetAtt: 
          - PipelineRole 
          - Arn 
      Stages: 
        - Actions: 
            - ActionTypeId: 
                Category: Source 
                Owner: AWS 
                Provider: CodeStarSourceConnection 
                Version: "1" 
              Configuration: 
                ConnectionArn: '{{ service.repository_connection_arn }}'   # resource 
 parameter 
                FullRepositoryId: '{{ service.repository_id }}'            # resource 
 parameter 
                BranchName: '{{ service.branch_name }}'                    # resource 
 parameter 
              Name: Checkout 
              OutputArtifacts: 
                - Name: Artifact_Source_Checkout 
              RunOrder: 1 
          Name: Source 
        - Actions: 
            - ActionTypeId: 
                Category: Build 
                Owner: AWS 
                Provider: CodeBuild 
                Version: "1" 
              Configuration: 
                ProjectName: 
                  Ref: BuildProject 
              InputArtifacts: 
                - Name: Artifact_Source_Checkout 
              Name: Build 
              OutputArtifacts: 
                - Name: BuildOutput 
              RoleArn: 
                Fn::GetAtt: 
                  - PipelineBuildCodePipelineActionRole 
                  - Arn 
              RunOrder: 1 
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          Name: Build {%- for service_instance in service_instances %} 
        - Actions: 
            - ActionTypeId: 
                Category: Build 
                Owner: AWS 
                Provider: CodeBuild 
                Version: "1" 
              Configuration: 
                ProjectName: 
                  Ref: Deploy{{loop.index}}Project 
              InputArtifacts: 
                - Name: BuildOutput 
              Name: Deploy 
              RoleArn: 
                Fn::GetAtt: 
                  - PipelineDeployCodePipelineActionRole 
                  - Arn 
              RunOrder: 1 
          Name: 'Deploy{{service_instance.name}}'         # resource parameter
{%- endfor %} 
      ArtifactStore: 
        EncryptionKey: 
          Id: 
            Fn::GetAtt: 
              - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey 
              - Arn 
          Type: KMS 
        Location: 
          Ref: PipelineArtifactsBucket 
        Type: S3 
    DependsOn: 
      - PipelineRoleDefaultPolicy 
      - PipelineRole 
  PipelineBuildCodePipelineActionRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Statement: 
          - Action: sts:AssumeRole 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              AWS: 
                Fn::Join: 
                  - "" 
                  - - "arn:" 
                    - Ref: AWS::Partition 
                    - ":iam::" 
                    - Ref: AWS::AccountId 
                    - :root 
        Version: "2012-10-17" 
  PipelineBuildCodePipelineActionRoleDefaultPolicy: 
    Type: AWS::IAM::Policy 
    Properties: 
      PolicyDocument: 
        Statement: 
          - Action: 
              - codebuild:BatchGetBuilds 
              - codebuild:StartBuild 
              - codebuild:StopBuild 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::GetAtt: 
                - BuildProject 
                - Arn 
        Version: "2012-10-17" 
      PolicyName: PipelineBuildCodePipelineActionRoleDefaultPolicy 
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      Roles: 
        - Ref: PipelineBuildCodePipelineActionRole 
  PipelineDeployCodePipelineActionRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Statement: 
          - Action: sts:AssumeRole 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              AWS: 
                Fn::Join: 
                  - "" 
                  - - "arn:" 
                    - Ref: AWS::Partition 
                    - ":iam::" 
                    - Ref: AWS::AccountId 
                    - :root 
        Version: "2012-10-17" 
  PipelineDeployCodePipelineActionRoleDefaultPolicy: 
    Type: AWS::IAM::Policy 
    Properties: 
      PolicyDocument: 
        Statement: 
          - Action: 
              - codebuild:BatchGetBuilds 
              - codebuild:StartBuild 
              - codebuild:StopBuild 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - "" 
                - - "arn:" 
                  - Ref: AWS::Partition 
                  - ":codebuild:" 
                  - Ref: AWS::Region 
                  - ":" 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - ":project/Deploy*" 
        Version: "2012-10-17" 
      PolicyName: PipelineDeployCodePipelineActionRoleDefaultPolicy 
      Roles: 
        - Ref: PipelineDeployCodePipelineActionRole
Outputs: 
  PipelineEndpoint: 
    Description: The URL to access the pipeline 
    Value: !Sub "https://${AWS::Region}.console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/
pipelines/${Pipeline}/view?region=${AWS::Region}"

CodeBuild プロビジョニングテンプレートバンドル
CodeBuild プロビジョニングでは、IaC テンプレートを使用して IaC ファイルをレンダリングし、IaC プ
ロビジョニングエンジンを使用して実行する代わりに、AWS Protonシェルコマンドを実行するだけで
す。そのためには、AWS ProtonAWS CodeBuild環境アカウントに環境用のプロジェクトを作成し、AWS 
Protonリソースの作成または更新のたびにコマンドを実行するジョブを開始します。テンプレートバンド
ルを作成するときは、インフラストラクチャのプロビジョニングとプロビジョニング解除のコマンド、お
よびこれらのコマンドに必要なプログラム、スクリプト、およびその他のファイルを指定するマニフェス
トを提供します。コマンドは、AWS Protonインフラストラクチャを提供する入力を読み取ることができ、
インフラストラクチャのプロビジョニングまたはプロビジョニング解除、および出力値の生成を行いま
す。

AWS Protonマニフェストには、コードが入力して入力値を取得できる入力ファイルのレンダリング方法
も指定されています。JSON または HCL にレンダリングできます。入力パラメータの詳細については、
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「」を参照してくださいthe section called “CodeBuild プロビジョニングパラメータ” (p. 48)。マニフェ
ストファイルについて詳しくは、「the section called “マニフェストとまとめ” (p. 99)」を参照してくだ
さい。

Note

CodeBuild プロビジョニングは環境とサービスで使用できます。現時点では、この方法でコン
ポーネントをプロビジョニングすることはできません。

例:AWS CDK CodeBuild プロビジョニングによるの使用
プロビジョニングを使用する例として、 CodeBuild AWSを使用してリソースをプロビジョニング（デプロ
イ）およびプロビジョニング解除（破棄）するコードや、CDK をインストールして CDK コードを実行す
るマニフェストを含めることができます。AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)

以下のセクションでは、 CodeBuild を使用して環境をプロビジョニングするプロビジョニングテンプレー
トバンドルに含めることができるサンプルファイルを示しますAWS CDK。

マニフェスト

次のマニフェストファイルには、 CodeBuild プロビジョニングを指定し、をインストールして使用するた
めに必要なコマンドAWS CDK、出力ファイルの処理、および出力のレポート作成が含まれていますAWS 
Proton。

Example インフラストラクチャ/マニフェスト.yaml

infrastructure: 
  templates: 
    - rendering_engine: codebuild 
      settings: 
        image: aws/codebuild/amazonlinux2-x86_64-standard:4.0 
        runtimes: 
          nodejs: 16 
        provision: 
          - npm install 
          - npm run build 
          - npm run cdk bootstrap 
          - npm run cdk deploy -- --require-approval never --outputs-file proton-
outputs.json 
          - jq 'to_entries | map_values(.value) | add | to_entries | map({key:.key, 
 valueString:.value})' < proton-outputs.json > outputs.json 
          - aws proton notify-resource-deployment-status-change --resource-arn 
 $RESOURCE_ARN --status IN_PROGRESS --outputs file://./outputs.json 
        deprovision: 
          - npm install 
          - npm run build 
          - npm run cdk destroy 
        project_properties: 
          VpcConfig: 
            VpcId: "{{ environment.inputs.codebuild_vpc_id }}" 
            Subnets: "{{ environment.inputs.codebuild_subnets }}" 
            SecurityGroupIds: "{{ environment.inputs.codebuild_security_groups }}"

スキーマ

次のスキーマファイルでは、環境のパラメータを定義しています。AWS CDKコードはデプロイ中にこれ
らのパラメーターの値を参照できます。

Example スキーマ/スキーマ.yaml

schema: 
  format: 
    openapi: "3.0.0" 
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  environment_input_type: "MyEnvironmentInputType" 
  types: 
    MyEnvironmentInputType: 
      type: object 
      description: "Input properties for my environment" 
      properties: 
        my_sample_input: 
          type: string 
          description: "This is a sample input" 
          default: "hello world" 
        my_other_sample_input: 
          type: string 
          description: "Another sample input" 
      required: 
        - my_other_sample_input

AWS CDKファイル

以下のファイルは Node.js CDK プロジェクトの例です。

Example Infrastructure as

{ 
  "name": "ProtonEnvironment", 
  "version": "0.1.0", 
  "bin": { 
    "ProtonEnvironmente": "bin/ProtonEnvironment.js" 
  }, 
  "scripts": { 
    "build": "tsc", 
    "watch": "tsc -w", 
    "test": "jest", 
    "cdk": "cdk" 
  }, 
  "devDependencies": { 
    "@types/jest": "^28.1.7", 
    "@types/node": "18.7.6", 
    "jest": "^28.1.3", 
    "ts-jest": "^28.0.8", 
    "aws-cdk": "2.37.1", 
    "ts-node": "^10.9.1", 
    "typescript": "~4.7.4" 
  }, 
  "dependencies": { 
    "aws-cdk-lib": "2.37.1", 
    "constructs": "^10.1.77", 
    "source-map-support": "^0.5.21" 
  }
}

Example インフラストラクチャ/tsconfig.json

{ 
  "compilerOptions": { 
    "target": "ES2018", 
    "module": "commonjs", 
    "lib": [ 
      "es2018" 
    ], 
    "declaration": true, 
    "strict": true, 
    "noImplicitAny": true, 
    "strictNullChecks": true, 
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    "noImplicitThis": true, 
    "alwaysStrict": true, 
    "noUnusedLocals": false, 
    "noUnusedParameters": false, 
    "noImplicitReturns": true, 
    "noFallthroughCasesInSwitch": false, 
    "inlineSourceMap": true, 
    "inlineSources": true, 
    "experimentalDecorators": true, 
    "strictPropertyInitialization": false, 
    "resolveJsonModule": true, 
    "esModuleInterop": true, 
    "typeRoots": [ 
      "./node_modules/@types" 
    ] 
  }, 
  "exclude": [ 
    "node_modules", 
    "cdk.out" 
  ]
}

Example インフラストラクチャー/cdk.json

{ 
  "app": "npx ts-node --prefer-ts-exts bin/ProtonEnvironment.ts", 
  "outputsFile": "proton-outputs.json", 
  "watch": { 
    "include": [ 
      "**" 
    ], 
    "exclude": [ 
      "README.md", 
      "cdk*.json", 
      "**/*.d.ts", 
      "**/*.js", 
      "tsconfig.json", 
      "package*.json", 
      "yarn.lock", 
      "node_modules", 
      "test" 
    ] 
  }, 
  "context": { 
    "@aws-cdk/aws-apigateway:usagePlanKeyOrderInsensitiveId": true, 
    "@aws-cdk/core:stackRelativeExports": true, 
    "@aws-cdk/aws-rds:lowercaseDbIdentifier": true, 
    "@aws-cdk/aws-lambda:recognizeVersionProps": true, 
    "@aws-cdk/aws-cloudfront:defaultSecurityPolicyTLSv1.2_2021": true, 
    "@aws-cdk-containers/ecs-service-extensions:enableDefaultLogDriver": true, 
    "@aws-cdk/aws-ec2:uniqueImdsv2TemplateName": true, 
    "@aws-cdk/core:target-partitions": [ 
      "aws", 
      "aws-cn" 
    ] 
  }
}

Example インフラストラクチャー/bin/ProtonEnvironment .ts

#!/usr/bin/env node
import 'source-map-support/register';
import * as cdk from 'aws-cdk-lib';
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import { ProtonEnvironmentStack } from '../lib/ProtonEnvironmentStack';

const app = new cdk.App();
new ProtonEnvironmentStack(app, 'ProtonEnvironmentStack', {});

Example インフラストラクチャー/lib/ProtonEnvironmentStack .ts

import { Stack, StackProps } from 'aws-cdk-lib';
import { Construct } from 'constructs';
import * as cdk from 'aws-cdk-lib';
import * as ssm from 'aws-cdk-lib/aws-ssm';
import input from '../proton-inputs.json';

export class ProtonEnvironmentStack extends Stack { 
  constructor(scope: Construct, id: string, props?: StackProps) { 
    super(scope, id, { ...props, stackName: process.env.STACK_NAME }); 

    const ssmParam = new ssm.StringParameter(this, "ssmParam", { 
      stringValue: input.environment.inputs.my_sample_input, 
      parameterName: `${process.env.STACK_NAME}-Param`, 
      tier: ssm.ParameterTier.STANDARD 
    }) 

    new cdk.CfnOutput(this, 'ssmParamOutput', { 
      value: ssmParam.parameterName, 
      description: 'The name of the ssm parameter', 
      exportName: `${process.env.STACK_NAME}-Param` 
    }); 
  }
}

レンダリング入力ファイル

CodeBuildベースのプロビジョニングテンプレートを使用して環境を作成すると、AWS Proton指定した入
力パラメータ値を含む入力ファイルがレンダリングされます。コードはこれらの値を参照できます。次の
ファイルは、レンダリングされた入力ファイルの例です。

Example インフラストラクチャ/プロトン入力.json

{ 
  "environment": { 
    "name": "myenv", 
    "inputs": { 
      "my_sample_input": "10.0.0.0/16", 
      "my_other_sample_input": "11.0.0.0/16" 
    } 
  }
}

Terraform IaC ファイル
で Terraform Infrastructure as Code (IaC) ファイルを使用する方法について説明しますAWS 
Proton。Terraformは、によって開発された、HashiCorp広く使用されているオープンソースのIaCエンジ
ンです。Terraform モジュールは HCL HashiCorp 言語で開発され、Amazon Web Services 含むいくつかの
バックエンドインフラストラクチャプロバイダーをサポートしています。

AWS ProtonTerraform IaC のセルフマネージドプロビジョニングをサポートします (p. 27)。

プルリクエストに応答してインフラストラクチャプロビジョニングを実装するプロビジョニングリポジト
リの完全な例については、AWS Proton on の Terraform OpenSource GitHub Actions 自動化テンプレート
をご覧ください GitHub。
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Terraform IaC テンプレートバンドルファイルでのセルフマネージドプロビジョニングの仕組み

1. Terraform テンプレートバンドルから環境を作成すると (p. 140)、AWS Proton.tfspec fileコン
ソールまたは入力パラメーターを使用してファイルをコンパイルします。

2. コンパイル済み IaC ファイルをマージするためのプルリクエストを登録したリポジトリAWS 
Proton (p. 202)に送ります。

3. リクエストが承認された場合、AWS Proton指定されたプロビジョニングステータスを待ちます。
4. リクエストが拒否されると、環境の作成はキャンセルされます。
5. プルリクエストがタイムアウトになった場合、環境の作成は完了しません。

AWS ProtonTerraform IaC で以下の点に注意してください。

• AWS Protonは Terraform プロビジョニングを管理しません。
• プロビジョニングリポジトリをに登録する必要があります (p. 202)AWS Proton。 AWS Protonこのリ

ポジトリについてプルリクエストを送ります。
• プロビジョニングリポジトリに接続するにはAWS Proton、 CodeStar 接続を作成する必要がありま

す (p. 5)。
• AWS Protonコンパイル済み IaC ファイルからプロビジョニングするには、AWS Protonプルリクエスト

に応答する必要があります。 AWS Proton環境やサービスの作成および更新のアクションの後にプルリ
クエストを送ります。詳細については、「AWS Proton 環境 (p. 139)」および「AWS Proton のサービ
ス (p. 168)」を参照してください。

• AWS Protonコンパイル済み IaC ファイルからパイプラインをプロビジョニングするには、CI/CD パイプ
ラインリポジトリを作成 (p. 7)する必要があります。

• プルリクエストベースのプロビジョニング自動化には、AWS ProtonAWS Protonプロビジョ
ニングされたリソースステータス変更を通知するステップを含める必要があります。AWS 
ProtonNotifyResourceDeploymentStatusChange API を使用できます。

• CloudFormation IaC ファイルから作成されたサービス、パイプライン、コンポーネントを Terraform 
IaC ファイルから作成された環境にデプロイすることはできません。

• Terraform IaC ファイルから作成されたサービス、パイプライン、コンポーネントを IaC 
CloudFormation ファイルから作成された環境にデプロイすることはできません。

Terraform IaC ファイルを準備する際にAWS Proton、次の例に示すように入力変数に名前空間をアタッチ
します。詳細については、「パラメータ (p. 32)」を参照してください。

例 1:AWS Proton 環境 Terraform IaC ファイル

terraform { 
  required_providers { 
    aws = { 
      source  = "hashicorp/aws" 
      version = "~> 3.0" 
    } 
  } 
  // This tells terraform to store the state file in s3 at the location 
  // s3://terraform-state-bucket/tf-os-sample/terraform.tfstate 
  backend "s3" { 
    bucket = "terraform-state-bucket" 
    key    = "tf-os-sample/terraform.tfstate" 
    region = "us-east-1" 
  }
}

// Configure the AWS Provider
provider "aws" { 
  region = "us-east-1" 
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  default_tags { 
    tags = var.proton_tags 
  }
}

resource "aws_ssm_parameter" "my_ssm_parameter" { 
  name  = "my_ssm_parameter" 
  type  = "String" 
  // Use the Proton environment.inputs. namespace 
  value = var.environment.inputs.ssm_parameter_value
}

コンパイル済み Infrastructure as Code として
環境またはサービスを作成するときに、AWS Protonspec fileインフラストラクチャをコンソールまた
は入力を含むコードファイルとしてコンパイルします。次の例に示すように、Terraform で入力に使用で
きる proton.resource-type.variables.tf および proton.auto.tfvars.json ファイルが作成
されます。これらのファイルは、環境またはサービスインスタンス名と一致するフォルダ内の指定された
リポジトリにあります。

この例は、AWS Proton変数定義と変数値にタグを含める方法と、AWS Protonこれらのタグをプロビジョ
ニングされたリソースに伝達する方法を示しています。詳細については、「the section called “プロビジョ
ニングされたリソースへのタグの伝達” (p. 261)」を参照してください。

例 2:「dev」という環境向けにコンパイルされた IaC ファイル。

dev/environment.tf:

terraform { 
  required_providers { 
    aws = { 
      source  = "hashicorp/aws" 
      version = "~> 3.0" 
    } 
  } 
  // This tells terraform to store the state file in s3 at the location 
  // s3://terraform-state-bucket/tf-os-sample/terraform.tfstate 
  backend "s3" { 
    bucket = "terraform-state-bucket" 
    key    = "tf-os-sample/terraform.tfstate" 
    region = "us-east-1" 
  }
}

// Configure the AWS Provider
provider "aws" { 
  region = "us-east-1" 
  default_tags { 
    tags = var.proton_tags 
  }
}

resource "aws_ssm_parameter" "my_ssm_parameter" { 
  name  = "my_ssm_parameter" 
  type  = "String" 
  // Use the Proton environment.inputs. namespace 
  value = var.environment.inputs.ssm_parameter_value
}

dev/proton.environment.variables.tf:

variable "environment" { 
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  type = object({ 
    inputs = map(string) 
    name = string 
  })
}

variable "proton_tags" { 
  type = map(string) 
  default = null
}

dev/proton.auto.tfvars.json:

{ 
  "environment": { 
    "name": "dev", 
    "inputs": { 
      "ssm_parameter_value": "MyNewParamValue" 
    } 
  } 

  "proton_tags" : { 
    "proton:account" : "123456789012", 
    "proton:template" : "arn:aws:proton:us-east-1:123456789012:environment-template/
fargate-env", 
    "proton:environment" : "arn:aws:proton:us-east-1:123456789012:environment/dev" 
  }
}

リポジトリパス
AWS Proton環境またはサービスの作成アクションからのコンソールまたは仕様の入力を使用して、コン
パイル済み IaC ファイルを格納するリポジトリとパスを見つけます。入力値は、名前空間入力パラメー
タ (p. 32)に渡されます。

AWS Protonは 2 つのリポジトリパスレイアウトをサポートしています。次の例では、2 つの環境の名前
空間リソースパラメータによってパスの名前が指定されています。各環境には 2 つのサービスのサービス
インスタンスがあり、一方のサービスのサービスインスタンスにはコンポーネントが直接定義されていま
す。

リソースタイプ 名前パラメータ = リソース名

環境 environment.name "env-prod"

環境 environment.name "env-
staged"

サービス service.name "service-
one"

  サービスインス
タンス

service_instance.name "instance-
one-prod"

  サービスインス
タンス

service_instance.name "instance-
one-
staged"

サービス service.name

=

"service-
two"
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リソースタイプ 名前パラメータ = リソース名

  サービスインス
タンス

service_instance.name "instance-
two-prod"

    コンポーネント service_instance.components.default.name "component-
prod"

  サービスインス
タンス

service_instance.name "instance-
two-
staged"

    コンポーネント service_instance.components.default.name "component-
staged"

Layout 1

AWS Protonenvironmentsフォルダのある指定されたリポジトリが見つかると、コンパイル済み IaC 
ファイルを含むフォルダが作成され、environment.nameで名前が付けられます。

指定されたリポジトリに、サービスインスタンス互換環境名と一致するフォルダ名が含
まれている場合AWS Proton、コンパイル済み環境 IaC ファイルを含むフォルダが作成さ
れ、service_instance.nameで名前を付けます。environments

/repo 
    /environments 
        /env-prod                             # environment folder 
            main.tf 
            proton.environment.variables.tf 
            proton.auto.tfvars.json 
           
            /service-one-instance-one-prod    # instance folder 
                main.tf 
                proton.service_instance.variables.tf 
                proton.auto.tfvars.json 
               
            /service-two-instance-two-prod    # instance folder 
                main.tf 
                proton.service_instance.variables.tf 
                proton.auto.tfvars.json 
               
            /component-prod                   # component folder 
                main.tf 
                proton.component.variables.tf 
                proton.auto.tfvars.json 
               
        /env-staged                           # environment folder 
            main.tf 
            proton.variables.tf 
            proton.auto.tfvars.json          
           
            /service-one-instance-one-staged  # instance folder 
                main.tf 
                proton.service_instance.variables.tf 
                proton.auto.tfvars.json 
               
            /service-two-instance-two-staged  # instance folder 
                main.tf 
                proton.service_instance.variables.tf 
                proton.auto.tfvars.json 
               
            /component-staged                 # component folder 
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                main.tf 
                proton.component.variables.tf 
                proton.auto.tfvars.json

Layout 2

AWS Protonenvironmentsフォルダがない場合、コンパイル済み環境 IaCenvironment.name ファ
イルを格納するフォルダが作成されます。

AWS Proton指定されたリポジトリにサービスインスタンス互換環境名と一致するフォルダ名があった
場合、コンパイル済み環境 IaCservice_instance.name ファイルを格納するフォルダが作成され
ます。

/repo 
    /env-prod                             # environment folder 
        main.tf 
        proton.environment.variables.tf 
        proton.auto.tfvars.json 
       
        /service-one-instance-one-prod    # instance folder 
            main.tf 
            proton.service_instance.variables.tf 
            proton.auto.tfvars.json 
           
        /service-two-instance-two-prod    # instance folder 
            main.tf 
            proton.service_instance.variables.tf 
            proton.auto.tfvars.json 
           
        /component-prod                   # component folder 
            main.tf 
            proton.component.variables.tf 
            proton.auto.tfvars.json 
           
    /env-staged                           # environment folder 
        main.tf 
        proton.variables.tf 
        proton.auto.tfvars.json          
       
        /service-one-instance-one-staged  # instance folder 
            main.tf 
            proton.service_instance.variables.tf 
            proton.auto.tfvars.json 
           
        /service-two-instance-two-staged  # instance folder 
            main.tf 
            proton.service_instance.variables.tf 
            proton.auto.tfvars.json 
           
        /component-staged                 # component folder 
            main.tf 
            proton.component.variables.tf 
            proton.auto.tfvars.json

スキーマファイル
管理者として Open API データモデル (スキーマ) セクションを使用してテンプレートバンドルのパラメー
タスキーマ YAML ファイルを定義する際に、AWS Protonスキーマで定義した要件に照らしてパラメータ
値の入力を検証できます。
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形式および使用可能なキーワードの詳細については、OpenAPI のスキーマオブジェクトセクションを参照
してください。

環境テンプレートバンドルのスキーマ要件
スキーマは、YAML 形式の OpenAPI のデータモデル (スキーマ)セクションに従う必要があります。また、
環境テンプレートバンドルの一部でなければなりません。

環境スキーマの場合、Open API のデータモデル (スキーマ) セクションに従っていることを立証するため
に、書式付きヘッダーを含める必要があります。次の環境スキーマの例では、これらのヘッダーが先頭の 
3 行に表示されます。

environment_input_type を含めて所与の名前で定義する必要があります。次の例では、5 行目で定義
されています。このパラメータを定義することで、AWS Proton環境リソースに関連付けできます。

Open API スキーマモデルに従うには、types を含める必要があります。次の例では、6 行目が該当しま
す。

types に続いて、environment_input_type タイプを定義する必要があります。環境の入力パラメー
タを environment_input_type のプロパティとして定義します。スキーマに関連付けられた環境 
Infrastructure as Code (IaC) ファイル内に列記されている 1 つ以上のパラメータと一致する名前のプロパ
ティを 1 つ以上含める必要があります。

環境を作成してカスタムパラメータ値を指定すると、AWS Protonスキーマファイルを使用してそ
れらを照合し、検証し、関連付けられた CloudFormation IaC ファイル内の波括弧で囲まれたパラ
メータに挿入します。プロパティ (パラメータ) ごとに name と type を指定します。オプション
で、description、default、pattern を指定します。

次の標準環境スキーマの例に示す定義済みパラメータは、vpc_cidr、subnet_one_cidr および
subnet_two_cidr で default キーワードとデフォルト値が付いています。この環境テンプレートバン
ドルスキーマを使用して環境を作成する際には、デフォルト値を受け入れるか、または独自の値を指定で
きます。パラメータが required プロパティ (パラメータ) としてリストに示され、デフォルト値がない場
合、環境の作成時に値を入力する必要があります。

2 つ目の例の標準環境テンプレートスキーマは required パラメータ my_other_sample_input のリス
トを示します。

2 種類の環境テンプレートのスキーマを作成できます。詳細については、「テンプレートを登録して公開
する (p. 106)」を参照してください。

• 標準環境テンプレート

次の例では、説明と入力プロパティを使用して環境入力タイプを定義します。このスキーマの例は、例 
3 (p. 59) に示すAWS Proton CloudFormation IaC ファイルと組み合わせて使用できます。

標準環境テンプレートのスキーマの例:

schema:                            # required 
  format:                          # required 
    openapi: "3.0.0"               # required 
  # required              defined by administrator 
  environment_input_type: "PublicEnvironmentInput" 
  types:                           # required 
    # defined by administrator 
    PublicEnvironmentInput: 
      type: object 
      description: "Input properties for my environment" 
      properties: 
        vpc_cidr:                   # parameter 
          type: string 
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          description: "This CIDR range for your VPC" 
          default: 10.0.0.0/16 
          pattern: ([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}($|/(16|24)) 
        subnet_one_cidr:            # parameter 
          type: string 
          description: "The CIDR range for subnet one" 
          default: 10.0.0.0/24 
          pattern: ([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}($|/(16|24)) 
        subnet_two_cidr:            # parameter 
          type: string 
          description: "The CIDR range for subnet one" 
          default: 10.0.1.0/24 
          pattern: ([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}($|/(16|24))

required パラメータを含む標準環境テンプレートのスキーマの例:

schema:                            # required 
  format:                          # required 
    openapi: "3.0.0"               # required 
  # required              defined by administrator 
  environment_input_type: "MyEnvironmentInputType" 
  types:                           # required 
    # defined by administrator 
    MyEnvironmentInputType: 
      type: object 
      description: "Input properties for my environment" 
      properties: 
        my_sample_input:           # parameter 
          type: string 
          description: "This is a sample input" 
          default: "hello world" 
        my_other_sample_input:     # parameter 
          type: string 
          description: "Another sample input" 
        another_optional_input:    # parameter 
          type: string 
          description: "Another optional input" 
          default: "!" 
      required: 
        - my_other_sample_input

• カスタマーマネージド環境テンプレート

次の例では、スキーマには、カスタマーマネージドインフラストラクチャのプロビジョニングに使用し
た IaC からの出力を複製する出力リストのみが含まれています。出力値の型を (列挙、配列、その他で
はなく) 文字列のみとして定義する必要があります。たとえば、次のコードスニペットは、外部 AWS 
CloudFormation テンプレートの出力セクションを示しています。これは、例 1 (p. 50) に示すテンプ
レートからとったものです。例 4 (p. 61) で作成したAWS Proton Fargate サービスの外部カスタマー
マネージドインフラストラクチャの作成に使用できます。

Important

管理者として、プロビジョニングされたマネージドインフラストラクチャとすべての出力パラ
メータが、関連付けられたカスタマーマネージド環境テンプレートと互換であることを確認す
る必要があります。 AWS Protonこれらの変更は、見えないので、あなたに代わって変更を考
慮に入れることはできませんAWS Proton。一貫性がない場合、結果はエラーになります。

カスタマーマネージド環境テンプレートの CloudFormation IaC ファイル出力例:

// Cloudformation Template Outputs
[...]
Outputs: 
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  ClusterName: 
    Description: The name of the ECS cluster 
    Value: !Ref 'ECSCluster' 
  ECSTaskExecutionRole: 
    Description: The ARN of the ECS role 
    Value: !GetAtt 'ECSTaskExecutionRole.Arn' 
  VpcId: 
    Description: The ID of the VPC that this stack is deployed in 
    Value: !Ref 'VPC'
[...]

対応するAWS Protonカスタマーマネージド環境テンプレートバンドルのスキーマを以下の例に示しま
す。各出力値は文字列として定義されます。

カスタマーマネージド環境テンプレートのスキーマの例:

schema:                            # required 
  format:                          # required 
    openapi: "3.0.0"               # required 
  # required              defined by administrator 
  environment_input_type: "EnvironmentOutput" 
  types:                           # required 
    # defined by administrator 
    EnvironmentOutput: 
      type: object 
      description: "Outputs of the environment" 
      properties: 
        ClusterName:               # parameter 
          type: string 
          description: "The name of the ECS cluster" 
        ECSTaskExecutionRole:      # parameter 
          type: string 
          description: "The ARN of the ECS role" 
        VpcId:                     # parameter 
          type: string 
          description: "The ID of the VPC that this stack is deployed in"
[...]

サービステンプレートバンドルのスキーマ要件
次の例に示すように、スキーマは YAML 形式の OpenAPI のデータモデル (スキーマ)セクションに従う必
要があります。サービステンプレートバンドルでスキーマファイルを指定する必要があります。

次のサービススキーマの例では、書式付きヘッダーを含める必要があります。次の例では、先頭の 3 行が
該当します。これは、Open API のデータモデル (スキーマ) セクションに従っていることを立証するため
です。

service_input_type を含めて所与の名前で定義する必要があります。次の例では、5 行目が該当しま
す。AWS Protonこれでパラメータがサービスリソースに関連付けされます。

コンソールまたは CLIAWS Proton を使用してサービスを作成するとサービスパイプラインがデフォルト
で含まれます。サービスにサービスパイプラインを含めるには、所与の名前で pipeline_input_type
を含める必要があります。次の例では、7 行目が該当します。AWS Protonサービスパイプラインを含め
ない場合、このパラメータを含めないでください。詳細については、「テンプレートを登録して公開す
る (p. 106)」を参照してください。

Open API スキーマモデルに従うには、types を含める必要があります。次の例では、9 行目が該当しま
す。
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types に続いて、service_input_type タイプを定義する必要があります。サービスの入力パラメー
タを service_input_type のプロパティとして定義します。スキーマに関連付けられたサービス 
Infrastructure as Code (IaC) ファイル内に列記されている 1 つ以上のパラメータと一致する名前のプロパ
ティを 1 つ以上含める必要があります。

サービスパイプラインを定義するには、service_input_type 定義の下で pipeline_input_type を
定義する必要があります。上記のように、スキーマに関連付けられた IaC ファイル内に列記されている 1 
つ以上のパラメータと一致する名前のプロパティを 1 つ以上含める必要があります。AWS Protonサービス
パイプラインを含めない場合、この定義を含めないでください。

管理者またはデベロッパーとしてサービスを作成してカスタムパラメータ値を指定すると、AWS Protonス
キーマファイルを使用してそれらを照合し、検証し、関連付けられた CloudFormation IaC ファイルの中括
弧で囲まれたパラメータに挿入します。プロパティ (パラメータ) ごとに name と type を指定します。オ
プションで、description、default、pattern も指定します。

スキーマの例に示す定義済みパラメータは、port、desired_count、task_size および image で
default キーワードとデフォルト値が付いています。このサービステンプレートバンドルスキーマを使
用してサービスを作成する際には、デフォルト値を受け入れるか、または独自の値を指定できます。パラ
メータ unique_name は例に含まれ、デフォルト値はありません。リストには required プロパティ (パ
ラメータ) として表示されます。管理者またはデベロッパーとして、サービスの作成時に required パラ
メータの値を指定する必要があります。

サービスパイプライン付きでサービステンプレートを作成しようとする場合、スキーマに
pipeline_input_type を含めます。

サービスパイプラインを含むサービスのサービススキーマファイルの例AWS Proton

このスキーマの例は、例 5 (p. 66) に示すAWS Proton IaC ファイルと組み合わせて使用できま
す。 (p. 61)サービスパイプラインが含まれています。

schema:                            # required 
  format:                          # required 
    openapi: "3.0.0"               # required 
  # required           defined by administrator 
  service_input_type: "LoadBalancedServiceInput" 
  # only include if including AWS Proton service pipeline, defined by administrator 
  pipeline_input_type: "PipelineInputs" 

  types:                           # required 
    # defined by administrator 
    LoadBalancedServiceInput: 
      type: object 
      description: "Input properties for a loadbalanced Fargate service" 
      properties: 
        port:                      # parameter 
          type: number 
          description: "The port to route traffic to" 
          default: 80 
          minimum: 0 
          maximum: 65535 
        desired_count:             # parameter 
          type: number 
          description: "The default number of Fargate tasks you want running" 
          default: 1 
          minimum: 1 
        task_size:                 # parameter 
          type: string 
          description: "The size of the task you want to run" 
          enum: ["x-small", "small", "medium", "large", "x-large"] 
          default: "x-small" 
        image:                     # parameter 
          type: string 
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          description: "The name/url of the container image" 
          default: "public.ecr.aws/z9d2n7e1/nginx:1.19.5" 
          minLength: 1 
          maxLength: 200 
        unique_name:               # parameter 
          type: string 
          description: "The unique name of your service identifier. This will be used to 
 name your log group, task definition and ECS service" 
          minLength: 1 
          maxLength: 100 
      required: 
        - unique_name 
    # defined by administrator 
    PipelineInputs: 
      type: object 
      description: "Pipeline input properties" 
      properties: 
        dockerfile:                # parameter 
          type: string 
          description: "The location of the Dockerfile to build" 
          default: "Dockerfile" 
          minLength: 1 
          maxLength: 100 
        unit_test_command:         # parameter 
          type: string 
          description: "The command to run to unit test the application code" 
          default: "echo 'add your unit test command here'" 
          minLength: 1 
          maxLength: 200

サービスパイプラインなしでサービステンプレートを作成しようとする場合、次の例に示すように、ス
キーマに pipeline_input_type を含めません。

サービスパイプラインを含まないAWS Protonサービスのサービススキーマファイルの例

schema:                            # required 
  format:                          # required 
    openapi: "3.0.0"               # required 
  # required            defined by administrator   
  service_input_type: "MyServiceInstanceInputType" 

  types:                           # required 
    # defined by administrator 
    MyServiceInstanceInputType: 
      type: object 
      description: "Service instance input properties" 
      required: 
        - my_sample_service_instance_required_input 
      properties: 
        my_sample_service_instance_optional_input:   # parameter 
          type: string 
          description: "This is a sample input" 
          default: "hello world" 
        my_sample_service_instance_required_input:   # parameter 
          type: string 
          description: "Another sample input"

テンプレートファイルをまとめるAWS Proton
環境とサービスの Infrastructure as Code (IaC) ファイルとそれぞれのスキーマファイルを準備したら、そ
れらをディレクトリに編成する必要があります。マニフェスト YAML ファイルも作成する必要がありま
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す。マニフェストファイルは、ディレクトリ内の IaC ファイル、レンダリングエンジン、およびこのテン
プレート内の IaC の開発に使用されるテンプレート言語をリストします。

Note

マニフェストファイルは、直接定義したコンポーネントへの直接入力として、テンプレートバン
ドルとは独立して使用することもできます。この場合、 CloudFormation とTerraformの両方につ
いて、常に1つのIaCテンプレートファイルを指定します。コンポーネントの詳細については、
「コンポーネント (p. 191)」を参照してください。

マニフェストファイルは、次の例に示す形式と内容に従う必要があります。

CloudFormation マニフェストファイル形式:

では CloudFormation、リストに単一のファイルを含めます。

infrastructure: 
  templates: 
    - file: "cloudformation.yaml" 
      rendering_engine: jinja 
      template_language: cloudformation

Terraform マニフェストファイル形式:

terraform では、単一のファイルを明示的にリストに入れるか、*またはワイルドカードを使用してディレ
クトリ内の各ファイルをリストに加えます。

Note

ワイルドカードには、名前がで終わるファイルのみが含まれます.tf。他のファイルは無視され
ます。

infrastructure: 
  templates: 
    - file: "*" 
      rendering_engine: hcl 
      template_language: terraform

CodeBuildベースプロビジョニングマニフェストファイル形式:

CodeBuildベースプロビジョニングでは、プロビジョニングとプロビジョニング解除のシェルコマンドを
指定します。

Note

マニフェストに加えて、バンドルにはコマンドが依存するすべてのファイルが含まれている必要
があります。

次のマニフェストの例では、 CodeBuildベースプロビジョニングを使用して、() を使用してリソースのプ
ロビジョニング (デプロイ) とプロビジョニング解除AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) (破棄AWS 
CDK) を行っています。テンプレートバンドルには CDK コードも含める必要があります。

プロビジョニング中に、AWS Protonテンプレートのスキーマで定義した入力パラメータの値を含む入力
ファイルを作成します。input_typeテンプレートのマニフェストファイルのプロパティを使用して、生
成される入力ファイルの形式を設定できます。このプロパティは次のいずれかの値です。

• JSON(デフォルト) — という名前の JSONAWS Protonproton-input.json 入力ファイルを生成しま
す。

• HCL— 拡張子の付いた HCLAWS Proton.tfvars 入力ファイルを生成します。このファイルは、プロビ
ジョニングコードで Terraform を使用してインフラストラクチャをプロビジョニングする場合に便利で
す。
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infrastructure: 
  templates: 
    - rendering_engine: codebuild 
      settings: 
        image: aws/codebuild/amazonlinux2-x86_64-standard:4.0 
        runtimes: 
          nodejs: 16 
        provision: 
          - npm install 
          - npm run build 
          - npm run cdk bootstrap 
          - npm run cdk deploy -- --require-approval never --outputs-file proton-
outputs.json 
          - jq 'to_entries | map_values(.value) | add | to_entries | map({key:.key, 
 valueString:.value})' < proton-outputs.json > outputs.json 
          - aws proton notify-resource-deployment-status-change --resource-arn 
 $RESOURCE_ARN --status IN_PROGRESS --outputs file://./outputs.json 
        deprovision: 
          - npm install 
          - npm run build 
          - npm run cdk destroy 
        project_properties: 
          VpcConfig: 
            VpcId: "{{ environment.inputs.codebuild_vpc_id }}" 
            Subnets: "{{ environment.inputs.codebuild_subnets }}" 
            SecurityGroupIds: "{{ environment.inputs.codebuild_security_groups }}"

環境またはサービステンプレートバンドルのディレクトリとマニフェストファイルを設定した後で、ディ
レクトリを gzip で圧縮して tar ball にし、ディレクトリを gzip で圧縮して tar ball にし、AWS Proton取得
できるように Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにアップロードします。 (p. 124)

登録した環境やサービステンプレートのマイナーバージョンを作成する際にAWS Proton、S3 バケット内
にある環境またはサービステンプレートのバンドル tar ball のパスを指定します。 AWS Protonそれを新
しいテンプレートマイナーバージョンで保存します。新しいテンプレートのマイナーバージョンを選択し
て、環境またはサービスを作成または更新できますAWS Proton。

環境テンプレートバンドルのまとめ
作成する環境テンプレートバンドルには 2 種類がありますAWS Proton。

• 標準環境テンプレートの環境テンプレートバンドルを作成するには、以下の環境テンプレートバンドル
のディレクトリ構造のように、スキーマ、Infrastructure as Code (IaC) ファイル、マニフェストファイ
ルをディレクトリに編成します。

• カスタマーマネージド環境テンプレートの環境テンプレートバンドルを作成するには。スキーマファイ
ルとディレクトリのみを指定します。インフラストラクチャディレクトリとファイルを含めないでくだ
さい。 AWS Protonインフラストラクチャのディレクトリとファイルが含まれている場合、エラーが発
生します。

詳細については、「テンプレートを登録して公開する (p. 106)」を参照してください。

CloudFormation 環境テンプレートバンドルディレクトリ構造:

 /schema 
   schema.yaml 
 /infrastructure 
   manifest.yaml 
   cloudformation.yaml

Terraform 環境テンプレートバンドルディレクトリ構造:
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 /schema 
   schema.yaml 
 /infrastructure 
   manifest.yaml 
   environment.tf

サービステンプレートバンドルをまとめる
サービステンプレートバンドルを作成するには、サービステンプレートバンドルのディレクトリ構造例に
示すように、スキーマ、Infrastructure as Code (IaC) ファイル、およびマニフェストファイルをディレク
トリに編成する必要があります。

テンプレートバンドルにサービスパイプラインを含めない場合、このテンプレートバンドルと関連
付けるサービステンプレートを作成する際に、パイプラインディレクトリとファイルおよびセット
"pipelineProvisioning": "CUSTOMER_MANAGED" を含めないでください。

Note

サービステンプレートの作成後に pipelineProvisioning を変更することはできません。

詳細については、「テンプレートを登録して公開する (p. 106)」を参照してください。

CloudFormation サービステンプレートバンドルディレクトリ構造:

 /schema 
   schema.yaml 
 /instance_infrastructure 
   manifest.yaml 
   cloudformation.yaml 
 /pipeline_infrastructure 
   manifest.yaml 
   cloudformation.yaml

Terraform サービステンプレートバンドルディレクトリ構造:

 /schema 
   schema.yaml 
 /instance_infrastructure 
   manifest.yaml 
   instance.tf 
 /pipeline_infrastructure 
   manifest.yaml 
   pipeline.tf

テンプレートバンドルに関する考慮事項
• Infrastructure as code (IaC) ファイル

AWS Protonテンプレートのファイル形式が正しいかどうかを監査します。ただし、テンプレート開発、
依存関係、AWS Protonおよび論理エラーの有無を調べません。たとえば、AWS CloudFormation サービ
スまたは環境テンプレートの一部としての IaC ファイルで Amazon S3 バケットの作成を指定したとし
ます。これらのテンプレートに基づいてサービスが作成されます。さて、ある時点でサービスを削除し
たいとします。指定した S3 バケットが空ではなく、 CloudFormation IaCRetain ファイル内でそのバ
ケットとマークが付いていない場合DeletionPolicy、AWS Protonサービス削除オペレーションに失
敗します。

102



AWS Proton ユーザーガイド
テンプレートバンドルに関する考慮事項

• バンドルファイルサイズの制限および形式
• バンドルファイルのサイズ、数、および名前サイズの制限は、AWS Proton のクォータ (p. 267) で確

認できます。
• ファイルのテンプレートバンドルディレクトリは、gzip で圧縮した tar ball として Amazon Simple 

Storage Service (Amazon S3) バケット内にあります。
• バンドル内の各ファイルは、有効な形式の YAML ファイルでなければなりません。

• S3 バケットテンプレートバンドル暗号化

S3 バケット内で保存済みテンプレートバンドル内の機密データを暗号化したい場合、SSE-S3 または 
SSE-KMSAWS Proton キーを使用して取得できるようにしてください。
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AWS Proton テンプレート
テンプレートバンドルをAWS Protonテンプレートライブラリに追加するには、テンプレートのマイナー
バージョンを作成してAWS Protonに登録します。テンプレートを作成する際に、Amazon S3 バケットの
名前とテンプレートバンドルのパスを指定します。テンプレートを公開した後、プラットフォームチーム
のメンバーやデベロッパーがそれらを選択できます。選択後に、AWS Protonテンプレートを使用してイン
フラストラクチャとアプリケーションを作成およびプロビジョニングします。

管理者として、AWS Protonで環境テンプレートを作成および登録します。この環境テンプレートを使用し
て、複数の環境をデプロイできます。たとえば、「dev」、「staging」、「prod」の環境のデプロイに使
用できます。「dev」環境には、プライベートサブネットを持つ VPC と、すべてのリソースへの制限付き
アクセスポリシーが含まれる可能性があります。環境出力をサービスの入力として使用できます。

環境テンプレートを作成して登録し、異なる 2 種類の環境を作成できます。AWS Proton自分とデベロッ
パーの両方がを使用して、両方のタイプにサービスをデプロイできます。

• 標準環境テンプレートを登録して公開し、AWS Protonそれを使用して環境インフラストラクチャをプロ
ビジョニングおよび管理する標準環境を作成する際に使用します。

• カスタマーマネージド環境テンプレートを登録して公開し、AWS Protonそれを使用して既存のプロビ
ジョニングされたインフラストラクチャに接続するカスタマーマネージド環境を作成する際に使用しま
す。 AWS Proton既存のプロビジョニングされたインフラストラクチャを管理しません。

サービステンプレートを作成してに登録するとAWS Proton、サービスを環境にデプロイできます。サービ
スをデプロイする前に、AWS Proton環境を作成する必要があります。

以下のリストは、を使用してテンプレートを作成および管理する方法を示しますAWS Proton。

• (オプション))AWS Proton API コールおよび IAM サービスロールにアクセスするデベロッパーアクセ
スを制御するAWS Proton IAM ロールを準備します。詳細については、「the section called “IAM ロー
ル” (p. 139)」を参照してください。

• テンプレートバンドルを構成します。詳細については、「テンプレートバンドル (p. 31)」を参照してく
ださい。

• テンプレートバンドルが Amazon S3 バケットに構成、圧縮、AWS Protonおよび保存された後で、テン
プレートを作成および登録します。これはコンソールまたは AWS CLI を使用して実行できます。

• テンプレートをテストし、それをに登録した後で、AWS ProtonAWS Protonプロビジョニングされたリ
ソースを作成および管理します。

• テンプレートのライフサイクル全体を通して、メジャーバージョンとマイナーバージョンを作成および
管理します。

テンプレートのバージョンは、手動で管理するか、またはテンプレート同期設定を使用して管理できま
す。

• AWS ProtonコンソールとAWS CLIを使用して、新しいマイナーバージョンまたはメジャーバージョンを
作成します。

• テンプレート同期設定を作成する (p. 125)と、定義されたリポジトリ内のテンプレートバンドルへの変
更を検出したときにAWS Proton新しいマイナーバージョンまたはメジャーバージョンを自動的に作成し
ます。

詳細については、AWS Protonサービス API リファレンスをご覧ください。

トピック
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• バージョン付きテンプレート (p. 105)
• テンプレートを登録して公開する (p. 106)
• テンプレートデータを表示する (p. 117)
• テンプレートを更新する (p. 120)
• テンプレートを削除する (p. 121)
• テンプレートの同期設定 (p. 124)
• サービス同期設定 (p. 132)

バージョン付きテンプレート
管理者またはプラットフォームチームのメンバーとして、インフラストラクチャリソースのプロビジョ
ニングに使用されるバージョン対応テンプレートのライブラリを定義、作成、および管理します。テンプ
レートバージョンには、マイナーバージョンとメジャーバージョンの 2 種類があります。

• マイナーバージョン — 下位互換性のあるスキーマを持つテンプレートへの変更。これらの変更により、
開発者は新しいテンプレートバージョンに更新するときに新しい情報を提供する必要がありません。

マイナーバージョンの変更を行うと、AWS Proton新しいバージョンのスキーマがテンプレートの以前の
マイナーバージョンと下位互換かどうかを判断するために最大限の努力を払います。新しいスキーマに
下位互換性がない場合、AWS Proton新しいマイナーバージョンの登録は失敗します。

Note

互換性はスキーマのみに基づいて決定されます。 AWS ProtonテンプレートバンドルIaC ファ
イルが以前のマイナーバージョンと後方互換かどうかは確認しません。たとえば、以前のマイ
ナーバージョンのテンプレートでプロビジョニングされたインフラストラクチャで動作してい
るアプリケーションに新しい IaC ファイルが原因で重大な変更が生じるかどうかを調べはAWS 
Protonしません。

• メジャーバージョン — 下位互換性がない可能性があるテンプレートへの変更。これらの変更には、通
常、デベロッパーからの新しい入力が必要です。

チームの運用モデルに基づいて、後方互換性のある変更をメジャーバージョンとして指定することもあ
ります。

AWS Protonテンプレートのバージョンリクエストがマイナーバージョンかメジャーバージョンかを判断す
る方法は、テンプレートの変更を追跡する方法によって異なります。

• 新しいテンプレートバージョンの作成を明示的にリクエストする場合、メジャーバージョン番号を指定
してメジャーバージョンをリクエストし、メジャーバージョン番号を指定せずにマイナーバージョンを
リクエストします。

• テンプレート同期を使用する (p. 124)（したがってテンプレートバージョンを明示的にリクエストし
ない）と、既存の YAMLAWS Proton ファイルで発生したテンプレートの変更に対して新しいマイナー
バージョンを作成しようとします。 AWS Proton新しいテンプレートの変更 (たとえば、v1 から v2 への
移行) 用に新しいディレクトリを作成すると、メジャーバージョンが作成されます。

Note

テンプレート同期に基づく新しいマイナーバージョン登録は、AWS Proton変更に下位互換性が
ないと判断された場合でも失敗します。

テンプレートの新しいバージョンを発行した場合、そのメジャーバージョンとマイナーバージョンが最も
高ければ、それが推奨バージョンになります。AWS Proton新しいリソースは新しい推奨バージョンを使用
して作成され、AWS Proton管理者は新しいバージョンを使用するように促し、AWS Proton古いバージョ
ンを使用している既存リソースバージョンを更新するよう促すメッセージを表示します。

105



AWS Proton ユーザーガイド
公開

テンプレートを登録して公開する
以下のセクションで説明するようにAWS Proton、環境テンプレートとサービステンプレートプレートをに
登録して公開できます。

コンソールまたは AWS CLI で新しいテンプレートのバージョンを作成できます。

または、コンソールまたは AWS CLI を使用してテンプレートを作成し、テンプレート同期を設
定 (p. 124)できます。この設定に従うと、定義された登録済みの gitAWS Proton リポジトリにあるテン
プレートバンドルから同期されます。テンプレートバンドルのいずれかを変更するコミットがリポジト
リにプッシュされるたびに、テンプレートの新しいマイナーバージョンまたはメジャーバージョンが (ま
だ存在しなければ) 作成されます。テンプレート同期設定の前提条件と要件の詳細については、「テンプ
レートの同期設定 (p. 124)」を参照してください。

環境テンプレートの登録と公開
次のタイプの環境テンプレートを登録して公開できます。

• 標準環境テンプレートを登録して公開し、AWS Proton環境インフラストラクチャをデプロイおよび管理
する際に使用します。

• カスタマーマネージド環境テンプレートを登録して公開し、AWS Protonカスタマーが管理するプロビ
ジョニングされた既存のインフラストラクチャに接続する際に使用します。 AWS Proton既存のプロビ
ジョニングされたインフラストラクチャを管理しません。

Important

管理者として、プロビジョニングされたマネージドインフラストラクチャとすべての出力パラ
メータが、関連付けられたカスタマーマネージド環境テンプレートと互換であることを確認しま
す。 AWS Protonこれらの変更は、自分からは見えないので、あなたに代わって変更を考慮に入
れることはできませんAWS Proton。一貫性がない場合、結果はエラーになります。

コンソールまたは AWS CLI を使用して、環境テンプレートを登録して公開します。

AWS Management Console

コンソールを使用して、新しい環境テンプレートを登録して発行します。

1. AWS Protonコンソールで、[環境テンプレート] を選択します。
2. [Create Environment template] (環境テンプレートの作成) を選択します。
3. [Create environment template] (環境テンプレートを作成する) ページの [Template options] (テン

プレートオプション) セクションで利用可能な 2 つのテンプレートオプションのいずれかを選択
します。

• Create a template for provisioning new environments (新しい環境をプロビジョニング用のテン
プレートを作成する)

• 管理しようとするプロビジョニングされたインフラストラクチャを使用するテンプレートを作
成します。

4. [Create a template for provisioning new environments] (新しい環境のプロビジョニング用のテンプ
レートを作成する) を選択した場合、[Template bundle source] (テンプレートバンドルソース) セ
クションで利用可能な 3 つのテンプレートバンドルソースオプションのいずれかを選択します。
テンプレートの同期に関する要件と前提条件については、「テンプレートの同期設定 (p. 124)」
を参照してください。

• Use one of our sample template bundles (サンプルテンプレートバンドルのいずれかを使用す
る)

• Use your own template bundle (独自のテンプレートバンドルを使用する)
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• Sync templates from Git (p. 124) (Git からテンプレートを同期する)
5. テンプレートバンドルのパスを指定します。

a. [Use one of our sample template bundles] (サンプルテンプレートバンドルのいずれかを使用
する) を選択した場合:

[Sample template bundle] (サンプルテンプレートバンドル) セクションでサンプルテンプレー
トバンドルを選択します。

b. [Sync templates from Git] (Git からテンプレートを同期する) を選択した場合、[Source code] 
(ソースコード) セクションで以下の操作をします。

i. テンプレート同期設定のリポジトリを選択します。
ii. 同期するリポジトリブランチの名前を入力します。
iii. (オプション) ディレクトリ名を入力して、テンプレートバンドルの検索を制限します。

c. それ以外の場合、[S3 bundle location] (S3 バンドルの場所) セクションでテンプレートバンド
ルのパスを指定します。

6. [Template details] (テンプレートの詳細) セクションで以下の操作をします。

a. テンプレート名を入力します。
b. (オプション) [Template display name] にテンプレート表示名を入力します。
c. (オプション) [Template description] に環境テンプレートの説明を入力します。

7. (オプション) のチェックボックスをオンにします。
8. (オプション) [Tags] (タグ) セクションで [Add new tag] (新しいタグを追加) を選択し、キーと値を

入力してカスタマーマネージドタグを作成します。
9. [Create Environment template] (環境テンプレートの作成) を選択します。

新しいページが開き、新しい環境テンプレートのステータスと詳細が表示されます。これらの
詳細には、AWSとカスタマーマネージドタグの一覧が含まれます。 AWS ProtonAWS Protonリ
ソースを作成すると、AWSマネージドタグが自動的に生成されます。詳細については、「AWS 
Protonリソースとタグ付け (p. 260)」を参照してください。

10. 新しい環境テンプレートのステータスは [Draft] (ドラフト) から始まります。表示やアクセスでき
るのは、自分と自分以外の proton:CreateEnvironment アクセス許可があるユーザーです。
次の手順に従って、テンプレートを自分以外のユーザーが使用できるようにします。

11. [Template versions] (テンプレートのバージョン) セクションで、先ほど作成したテンプレートの
マイナーバージョン (1.0) の左側にあるラジオボタンを選択します。別の方法としては、情報ア
ラートで [Publish] (発行) を選択して次のステップをスキップします。

12. [Template versions] (テンプレートのバージョン) セクションで [Publish] (発行) を選択します。
13. テンプレートのステータスが [Published] (発行) に変わります。最新バージョンのテンプレートな

ので、これは [Recommended] (推奨) バージョンです。
14. ナビゲーションペインで [Environment templates] (環境テンプレート) を選択して環境テンプレー

トと詳細の一覧を表示します。

コンソールを使用して、環境テンプレートの新しいメジャーバージョンとマイナーバージョン
を登録します。

詳細については、「バージョン付きテンプレート (p. 105)」を参照してください。

1. AWS Protonコンソールで、[環境テンプレート] を選択します。
2. 環境テンプレートのリストで、メジャーバージョンまたはマイナーバージョンを作成したい環境

テンプレートの名前を選択します。
3. 環境テンプレートの詳細ビューの [Template version] (テンプレートのバージョン) セクションで 

[Create new version] (新しいバージョンの作成) を選択します。
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4. [Create a new environment template version] (新しい環境テンプレートバージョンを作成する) 
ページの [Template bundle source] (テンプレートバンドルソース) セクションで利用可能な 2 つ
のテンプレートバンドルソースオプションのいずれかを選択します。

• Use one of our sample template bundles (サンプルテンプレートバンドルのいずれかを使用す
る)

• Use your own template bundle (独自のテンプレートバンドルを使用する)
5. 選択したテンプレートバンドルのパスを指定します。

• [Use one of our sample template bundles] (サンプルテンプレートバンドルのいずれかを使用す
る) を選択したば場合、[Sample template bundle] (サンプルテンプレートバンドル) セクション
でサンプルテンプレートバンドルを選択します。

• [Use your own template bundle] (独自のテンプレートバンドルを使用する) を選択した場合、
[S3 bundle location] (S3 バンドルの場所) セクションでテンプレートバンドルのパスを選択しま
す。

6. [Template details] (テンプレートの詳細) セクションで以下の操作をします。

a. (オプション) [Template display name] にテンプレート表示名を入力します。
b. (オプション) [Template description] にサービステンプレートの説明を入力します。

7. [Template details] (テンプレートの詳細) セクションで、以下のオプションのいずれかを選択しま
す。

• マイナーバージョンを作成するには、[Check to create a new major version] (チェックして新し
いメジャーバージョンを作成) チェックボックスをオフのままにしておきます。

• メジャーバージョンを作成するには、[Check to create a new major version] (チェックして新し
いメジャーバージョンを作成) チェックボックスをオンにします。

8. コンソールの手順を続けて、新しいマイナーバージョンまたはメジャーバージョンを作成し、
[Create new version] (新しいバージョンの作成) を選択します。

AWS CLI

CLI を使用して、次の手順に示すように、新しい環境テンプレートを登録して公開します。

1. リージョン、名前、表示名 (オプション)、および説明 (オプション) を指定して、標準またはカス
タマーマネージド環境テンプレートを作成します。

a. 標準環境テンプレートを作成します。

次のコマンドを実行します。

$ aws proton create-environment-template \ 
    --name "simple-env" \ 
    --display-name "Fargate" \ 
    --description "VPC with public access"

レスポンス:

{ 
    "environmentTemplate": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment-template/
simple-env", 
        "createdAt": "2020-11-11T23:02:45.336000+00:00", 
        "description": "VPC with public access", 
        "displayName": "VPC", 
        "lastModifiedAt": "2020-11-11T23:02:45.336000+00:00", 
        "name": "simple-env" 

108



AWS Proton ユーザーガイド
環境テンプレートを発行する

    }
}

b. provisioning である CUSTOMER_MANAGED パラメータを追加することでカスタマーマネー
ジド環境テンプレートを作成します。

次のコマンドを実行します。

$ aws proton create-environment-template \ 
    --name "simple-env" \ 
    --display-name "Fargate" \ 
    --description "VPC with public access" \ 
    --provisioning "CUSTOMER_MANAGED"

レスポンス:

{ 
    "environmentTemplate": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment-template/
simple-env", 
        "createdAt": "2020-11-11T23:02:45.336000+00:00", 
        "description": "VPC with public access", 
        "displayName": "VPC", 
        "lastModifiedAt": "2020-11-11T23:02:45.336000+00:00", 
        "name": "simple-env", 
        "provisioning": "CUSTOMER_MANAGED" 
    }
}

2. 環境テンプレートのメジャーバージョン 1 のマイナーバージョン 0 を作成します。

このステップと残りのステップは、標準環境テンプレートとカスタマーマネージド環境テンプ
レートで同じです。

環境テンプレートバンドルを含むバケットのテンプレート名、メジャーバージョン、S3 バケット
名とキーを含めます。

次のコマンドを実行します。

$ aws proton create-environment-template-version \ 
    --template-name "simple-env" \ 
    --description "Version 1" \ 
    --source s3="{bucket=your_s3_bucket, key=your_s3_key}"

レスポンス:

{ 
    "environmentTemplateVersion": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment-template/simple-
env:1.0", 
        "createdAt": "2020-11-11T23:02:47.763000+00:00", 
        "description": "Version 1", 
        "lastModifiedAt": "2020-11-11T23:02:47.763000+00:00", 
        "majorVersion": "1", 
        "minorVersion": "0", 
        "status": "REGISTRATION_IN_PROGRESS", 
        "templateName": "simple-env" 
    }
}

3. get コマンドを使用して登録ステータスを確認します。
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次のコマンドを実行します。

$ aws proton get-environment-template-version \ 
    --template-name "simple-env" \ 
    --major-version "1" \ 
    --minor-version "0"

レスポンス:

{ 
    "environment": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment-template/simple-
env:1.0", 
        "createdAt": "2020-11-11T23:02:47.763000+00:00", 
        "description": "Version 1", 
        "lastModifiedAt": "2020-11-11T23:02:47.763000+00:00", 
        "majorVersion": "1", 
        "minorVersion": "0", 
        "recommendedMinorVersion": "0", 
        "schema": "schema:\n  format:\n    openapi: \"3.0.0\"\n  
 environment_input_type: \"MyEnvironmentInputType\"\n  types:\n    
 MyEnvironmentInputType:\n      type: object\n      description: \"Input properties 
 for my environment\"\n      properties:\n        my_sample_input:\n         
  type: string\n          description: \"This is a sample input\"\n          
 default: \"hello world\"\n        my_other_sample_input:\n          type: string
\n          description: \"Another sample input\"\n      required:\n        - 
 my_other_sample_input\n", 
        "status": "DRAFT", 
        "statusMessage": "", 
        "templateName": "simple-env" 
    }
}

4. テンプレート名とメジャーバージョンとマイナーバージョンを指定して、環境テンプレートのメ
ジャーバージョン 1 のマイナーバージョン 0 を発行します。このバージョンは Recommended
バージョンです。

次のコマンドを実行します。

$ aws proton update-environment-template-version \ 
    --template-name "simple-env" \ 
    --major-version "1" \ 
    --minor-version "0" \ 
    --status "PUBLISHED"

レスポンス:

{ 
    "environmentTemplateVersion": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment-template/simple-
env:1.0", 
        "createdAt": "2020-11-11T23:02:47.763000+00:00", 
        "description": "Version 1", 
        "lastModifiedAt": "2020-11-11T23:02:54.610000+00:00", 
        "majorVersion": "1", 
        "minorVersion": "0", 
        "recommendedMinorVersion": "0", 
        "schema": "schema:\n  format:\n    openapi: \"3.0.0\"\n  
 environment_input_type: \"MyEnvironmentInputType\"\n  types:\n    
 MyEnvironmentInputType:\n      type: object\n      description: \"Input properties 
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 for my environment\"\n      properties:\n        my_sample_input:\n         
  type: string\n          description: \"This is a sample input\"\n          
 default: \"hello world\"\n        my_other_sample_input:\n          type: string
\n          description: \"Another sample input\"\n      required:\n        - 
 my_other_sample_input\n", 
        "status": "PUBLISHED", 
        "statusMessage": "", 
        "templateName": "simple-env" 
    }
}

を使用して新しいテンプレートを作成した後AWS CLI、AWSとカスタマーマネージドタグの一覧を表
示できます。 AWS ProtonAWSマネージドタグを自動的に生成します。また、AWS CLI を使用して、
カスタマー管理タグを変更および作成することもできます。詳細については、「AWS Protonリソース
とタグ付け (p. 260)」を参照してください。

次のコマンドを実行します。

$ aws proton list-tags-for-resource \ 
    --resource-arn "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment-template/simple-
env"

サービステンプレートを登録して公開する
サービステンプレートバージョンを作成する際に、互換性のある環境テンプレートの一覧を指定します。
そうすれば、デベロッパーはサービステンプレートを選択するときにサービスをデプロイする環境を選択
できます。

サービステンプレートからサービスを作成する前に、またはサービステンプレートを公開する前に、リス
トにある互換性のある環境テンプレートから環境がデプロイされていることを確認します。

互換性のない環境テンプレートから構築された環境にデプロイされたサービスは、新しいメジャーバー
ジョンに更新できません。

サービステンプレートバージョンの互換性のある環境テンプレートを追加または削除するには、新しいメ
ジャーバージョンを作成します。

コンソールまたは AWS CLI を使用して、サービステンプレートを登録して公開します。

AWS Management Console

コンソールを使用して、新しいサービステンプレートを登録して発行します。

1. AWS Protonコンソールで、[サービステンプレート] を選択します。
2. [Create service template] (サービステンプレートの作成) を選択します。
3. [Create service template] (環境サービスを作成する) ページの [Template bundle source] (テンプ

レートバンドルソース) セクションで利用可能なテンプレートオプションのいずれかを選択しま
す。

• Use your own template bundle (独自のテンプレートバンドルを使用する)
• Sync templates from Git (Git からテンプレートを同期する)

4. テンプレートバンドルのパスを指定します。

a. [Sync templates from Git] (Git からテンプレートを同期する) を選択した場合、[Source code 
repository] (ソースコードリポジトリ) セクションで以下の操作をします。
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i. テンプレート同期設定のリポジトリを選択します。
ii. 同期するリポジトリブランチの名前を入力します。
iii. (オプション) ディレクトリ名を入力して、テンプレートバンドルの検索を制限します。

b. それ以外の場合、[S3 bundle location] (S3 バンドルの場所) セクションでテンプレートバンド
ルのパスを指定します。

5. [Template details] (テンプレートの詳細) セクションで以下の操作をします。

a. テンプレート名を入力します。
b. (オプション) [Template display name] にテンプレート表示名を入力します。
c. (オプション) [Template description] にサービステンプレートの説明を入力します。

6. [Compatible environment templates] (互換性のある環境テンプレート) セクションで、リストから
互換性のある環境テンプレートを選択します。

7. (オプション)))) のカスタマイズ (アドバンスト))))))))))))))))))))))))))))))))))
8. (オプション)「パイプライン」セクションで:

サービステンプレートにサービスパイプライン定義を含めていない場合は、ページ下部の [パイプ
ライン-オプション] チェックボックスをオフにします。サービステンプレートの作成後にこれを
変更することはできません。詳細については、「テンプレートバンドル (p. 31)」を参照してくだ
さい。

9. (オプション)「サポートされるコンポーネントソース」セクションの「コンポーネントソース」
で、「直接定義済み」を選択し、直接定義したコンポーネントをサービスインスタンスにアタッ
チできるようにします。

10. (オプション) [Tags] (タグ) セクションで [Add new tag] (新しいタグを追加) を選択し、キーと値を
入力してカスタマーマネージドタグを作成します。

11. [Create service a template] (サービステンプレートの作成) を選択します。

新しいページが開き、新しいサービステンプレートのステータスと詳細が表示されます。これら
の詳細には、AWSとカスタマーマネージドタグの一覧が含まれます。 AWS ProtonAWS Protonリ
ソースを作成すると、AWSマネージドタグが自動的に生成されます。詳細については、「AWS 
Protonリソースとタグ付け (p. 260)」を参照してください。

12. 新しいサービステンプレートステータスのステータスは [Draft] (ドラフト) から始まります。表示
やアクセスできるのは、自分と自分以外の proton:CreateService アクセス許可があるユー
ザーです。次の手順に従って、テンプレートを自分以外のユーザーが使用できるようにします。

13. [Template versions] (テンプレートのバージョン) セクションで、先ほど作成したテンプレートの
マイナーバージョン (1.0) の左側にあるラジオボタンを選択します。別の方法としては、情報ア
ラートで [Publish] (発行) を選択して次のステップをスキップします。

14. [Template versions] (テンプレートのバージョン) セクションで [Publish] (発行) を選択します。
15. テンプレートのステータスが [Published] (発行) に変わります。最新バージョンのテンプレートな

ので、これは [Recommended] (推奨) バージョンです。
16. ナビゲーションペインで [Service templates] (サービステンプレート) を選択してサービステンプ

レートと詳細の一覧を表示します。

コンソールを使用して、サービステンプレートの新しいメジャーバージョンとマイナーバー
ジョンを登録します。

詳細については、「バージョン付きテンプレート (p. 105)」を参照してください。

1. AWS Protonコンソールで、[サービステンプレート] を選択します。
2. サービステンプレートのリストで、メジャーバージョンまたはマイナーバージョンを作成したい

サービステンプレートの名前を選択します。
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3. サービステンプレートの詳細ビューの [Template version] (テンプレートのバージョン) セクショ
ンで [Create new version] を選択します。

4. [新しいサービステンプレートバージョンの作成] ページの [バンドルソース] セクションで、[独自
のテンプレートバンドルを使用する] を選択します。

5. S3 バンドルの場所セクションで、テンプレートバンドルへのパスを選択します。
6. [Template details] (テンプレートの詳細) セクションで以下の操作をします。

a. (オプション) [Template display name] にテンプレート表示名を入力します。
b. (オプション) [Template description] にサービステンプレートの説明を入力します。

7. [Template details] (テンプレートの詳細) セクションで、以下のオプションのいずれかを選択しま
す。

• マイナーバージョンを作成するには、[Check to create a new major version] (チェックして新し
いメジャーバージョンを作成) チェックボックスをオフのままにしておきます。

• メジャーバージョンを作成するには、[Check to create a new major version] (チェックして新し
いメジャーバージョンを作成) チェックボックスをオンにします。

8. コンソールの手順を続けて、新しいマイナーバージョンまたはメジャーバージョンを作成し、
[Create new version] (新しいバージョンの作成) を選択します。

AWS CLI

サービスパイプラインなしでサービスをデプロイするサービステンプレートを作成するには、パ
ラメータと値 --pipeline-provisioning "CUSTOMER_MANAGED" を create-service-
template コマンドに追加します。テンプレートバンドル (p. 31) 作成と サービステンプレートバン
ドルのスキーマ要件 (p. 97) の説明に従って、テンプレートバンドルを設定します。

Note

サービステンプレートの作成後に pipelineProvisioning を変更することはできません。

1. CLI を使用すると、次の手順に示すように、サービスパイプラインの有無にかかわらず、新しい
サービステンプレートを登録して公開できます。

a. CLI を使用してサービスパイプラインでサービステンプレートを作成します。

名前、表示名 (オプション)、および説明 (オプション) を指定します。

次のコマンドを実行します。

$ aws proton create-service-template \ 
    --name "fargate-service" \ 
    --display-name "Fargate" \ 
    --description "Fargate-based Service"

レスポンス:

{ 
    "serviceTemplate": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service-template/fargate-
service", 
        "createdAt": "2020-11-11T23:02:55.551000+00:00", 
        "description": "Fargate-based Service", 
        "displayName": "Fargate", 
        "lastModifiedAt": "2020-11-11T23:02:55.551000+00:00", 
        "name": "fargate-service" 
    }
}
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b. サービスパイプラインを使用せずにサービステンプレートを作成します。

--pipeline-provisioning を追加する。

次のコマンドを実行します。

$ aws proton create-service-template \ 
    --name "fargate-service" \ 
    --display-name "Fargate" \ 
    --description "Fargate-based Service" \ 
    --pipeline-provisioning "CUSTOMER_MANAGED"

レスポンス:

{ 
    "serviceTemplate": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service-template/fargate-
service", 
        "createdAt": "2020-11-11T23:02:55.551000+00:00", 
        "description": "Fargate-based Service", 
        "displayName": "Fargate", 
        "lastModifiedAt": "2020-11-11T23:02:55.551000+00:00", 
        "name": "fargate-service", 
        "pipelineProvisioning": "CUSTOMER_MANAGED" 
    }
}

2. サービステンプレートのメジャーバージョン 1 のマイナーバージョン 0 を作成します。

サービステンプレートバンドルを含むバケットのテンプレート名、互換性のある環境テンプレー
ト、メジャーバージョン、S3 バケット名とキーを含めます。

次のコマンドを実行します。

$ aws proton create-service-template-version \ 
    --template-name "fargate-service" \ 
    --description "Version 1" \ 
    --source s3="{bucket=your_s3_bucket, key=your_s3_key}" \ 
    --compatible-environment-templates '[{"templateName":"simple-
env","majorVersion":"1"}]'

レスポンス:

{ 
    "serviceTemplateMinorVersion": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service-template/fargate-
service:1.0", 
        "compatibleEnvironmentTemplates": [ 
            { 
                "majorVersion": "1", 
                "templateName": "simple-env" 
            } 
        ], 
        "createdAt": "2020-11-11T23:02:57.912000+00:00", 
        "description": "Version 1", 
        "lastModifiedAt": "2020-11-11T23:02:57.912000+00:00", 
        "majorVersion": "1", 
        "minorVersion": "0", 
        "status": "REGISTRATION_IN_PROGRESS", 
        "templateName": "fargate-service" 
    }

114



AWS Proton ユーザーガイド
サービステンプレートを公開する

}

3. get コマンドを使用して登録ステータスを確認します。

次のコマンドを実行します。

$ aws proton get-service-template-version \ 
    --template-name "fargate-service" \ 
    --major-version "1" \ 
    --minor-version "0"

レスポンス:

{ 
    "serviceTemplateMinorVersion": { 
        "arn": "arn:aws:proton:us-east-1:123456789012:service-template/fargate-
service:1.0", 
        "compatibleEnvironmentTemplates": [ 
            { 
                "majorVersion": "1", 
                "templateName": "simple-env" 
            } 
        ], 
        "createdAt": "2020-11-11T23:02:57.912000+00:00", 
        "description": "Version 1", 
        "lastModifiedAt": "2020-11-11T23:02:57.912000+00:00", 
        "majorVersion": "1", 
        "minorVersion": "0", 
        "schema": "schema:\n  format:\n    openapi: \"3.0.0\"\n  
 pipeline_input_type: \"MyPipelineInputType\"\n  service_input_type: 
 \"MyServiceInstanceInputType\"\n\n  types:\n    MyPipelineInputType:\n   
    type: object\n      description: \"Pipeline input properties\"\n      
 required:\n        - my_sample_pipeline_required_input\n      properties:\n 
        my_sample_pipeline_optional_input:\n          type: string\n          
 description: \"This is a sample input\"\n          default: \"hello world\"\n 
        my_sample_pipeline_required_input:\n          type: string\n          
 description: \"Another sample input\"\n\n    MyServiceInstanceInputType:\n     
  type: object\n      description: \"Service instance input properties\"\n      
 required:\n        - my_sample_service_instance_required_input\n      properties:
\n        my_sample_service_instance_optional_input:\n          type: string\n      
     description: \"This is a sample input\"\n          default: \"hello world\"\n  
       my_sample_service_instance_required_input:\n          type: string\n         
  description: \"Another sample input\"", 
        "status": "DRAFT", 
        "statusMessage": "", 
        "templateName": "fargate-service" 
    }
}

4. update コマンドを使用してステータスを "PUBLISHED" に変更して、サービステンプレートを公
開します。

次のコマンドを実行します。

$ aws proton update-service-template-version \ 
    --template-name "fargate-service" \ 
    --description "Version 1" \ 
    --major-version "1" \ 
    --minor-version "0" \ 
    --status "PUBLISHED"
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レスポンス:

{ 
    "serviceTemplateVersion": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service-template/fargate-
service:1.0", 
        "compatibleEnvironmentTemplates": [ 
            { 
                "majorVersion": "1", 
                "templateName": "simple-env" 
            } 
        ], 
        "createdAt": "2020-11-11T23:02:57.912000+00:00", 
        "description": "Version 1", 
        "lastModifiedAt": "2020-11-11T23:02:57.912000+00:00", 
        "majorVersion": "1", 
        "minorVersion": "0", 
        "recommendedMinorVersion": "0", 
        "schema": "schema:\n  format:\n    openapi: \"3.0.0\"\n  
 pipeline_input_type: \"MyPipelineInputType\"\n  service_input_type: 
 \"MyServiceInstanceInputType\"\n\n  types:\n    MyPipelineInputType:\n      
 type: object\n      description: \"Pipeline input properties\"\n      required:
\n        - my_sample_pipeline_required_input\n      properties:\n        
 my_sample_pipeline_optional_input:\n          type: string\n          description: 
 \"This is a sample input\"\n          default: \"hello pipeline\"\n        
 my_sample_pipeline_required_input:\n          type: string\n          description: 
 \"Another sample input\"\n\n    MyServiceInstanceInputType:\n      type: object
\n      description: \"Service instance input properties\"\n      required:\n  
       - my_sample_service_instance_required_input\n      properties:\n        
 my_sample_service_instance_optional_input:\n          type: string\n          
 description: \"This is a sample input\"\n          default: \"hello world\"\n    
     my_sample_service_instance_required_input:\n          type: string\n          
 description: \"Another sample input\"\n", 
        "status": "PUBLISHED", 
        "statusMessage": "", 
        "templateName": "fargate-service" 
    }
}

5. バージョン 1.0AWS Proton を公開したかどうかを調べるには、get コマンドを使用してサービス
テンプレートの詳細データを取得します。

次のコマンドを実行します。

$ aws proton get-service-template-version \ 
    --template-name "fargate-service" \ 
    --major-version "1" \ 
    --minor-version "0"

レスポンス:

{ 
    "serviceTemplateMinorVersion": { 
        "arn": "arn:aws:proton:us-east-1:123456789012:service-template/fargate-
service:1.0", 
        "compatibleEnvironmentTemplates": [ 
            { 
                "majorVersion": "1", 
                "templateName": "simple-env" 
            } 
        ], 
        "createdAt": "2020-11-11T23:02:57.912000+00:00", 
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        "description": "Version 1", 
        "lastModifiedAt": "2020-11-11T23:03:04.767000+00:00", 
        "majorVersion": "1", 
        "minorVersion": "0", 
        "schema": "schema:\n  format:\n    openapi: \"3.0.0\"\n  
 pipeline_input_type: \"MyPipelineInputType\"\n  service_input_type: 
 \"MyServiceInstanceInputType\"\n\n  types:\n    MyPipelineInputType:\n   
    type: object\n      description: \"Pipeline input properties\"\n      
 required:\n        - my_sample_pipeline_required_input\n      properties:\n 
        my_sample_pipeline_optional_input:\n          type: string\n          
 description: \"This is a sample input\"\n          default: \"hello world\"\n 
        my_sample_pipeline_required_input:\n          type: string\n          
 description: \"Another sample input\"\n\n    MyServiceInstanceInputType:\n     
  type: object\n      description: \"Service instance input properties\"\n      
 required:\n        - my_sample_service_instance_required_input\n      properties:
\n        my_sample_service_instance_optional_input:\n          type: string\n      
     description: \"This is a sample input\"\n          default: \"hello world\"\n  
       my_sample_service_instance_required_input:\n          type: string\n         
  description: \"Another sample input\"", 
        "status": "PUBLISHED", 
        "statusMessage": "", 
        "templateName": "fargate-service" 
    }
}

テンプレートデータを表示する
AWS Protonコンソールとを使用して、テンプレートと詳細を一覧表示し、詳細データを含む個々のテンプ
レートを表示できますAWS CLI。

カスタマーマネージド環境テンプレートデータには、provisioned 値がである CUSTOMER_MANAGED パ
ラメータが含まれます。

サービステンプレートにサービスパイプラインが含まれていない場合、サービステンプレートデータに値
が pipelineProvisioning である CUSTOMER_MANAGED パラメータが含まれます。

詳細については、「テンプレートを登録して公開する (p. 106)」を参照してください。

コンソールまたは AWS CLI を使用して、テンプレートデータを表示または一覧表示します。

AWS Management Console

コンソールを使用してテンプレートを表示および一覧表示します。

1. テンプレートの一覧を表示するには、[(Environment or Service) templates] ((環境またはサービス} 
テンプレート) を選択します。

2. 詳細データを表示するには、テンプレートの名前を選択します。

テンプレートの詳細データ、テンプレートのメジャーバージョンとマイナーバージョンの一
覧、AWS Protonテンプレートのバージョンとテンプレートタグを使用してデプロイされたリソー
スの一覧を表示できます。

推奨されるメジャーバージョンとマイナーバージョンには [Recommended] (推奨) 飲むラベルが
付きます。

AWS CLI

AWS CLI を使用してテンプレートを表示および一覧表示します。
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次のコマンドを実行します。

$ aws proton get-environment-template-version \ 
    --template-name "simple-env" \ 
    --major-version "1" \ 
    --minor-version "0"

レスポンス:

{ 
    "environmentTemplateVersion": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment-template/simple-
env:1.0", 
        "createdAt": "2020-11-10T18:35:08.293000+00:00", 
        "description": "Version 1", 
        "lastModifiedAt": "2020-11-10T18:35:11.162000+00:00", 
        "majorVersion": "1", 
        "minorVersion": "0", 
        "recommendedMinorVersion": "0", 
        "schema": "schema:\n  format:\n    openapi: \"3.0.0\"\n  
 environment_input_type: \"MyEnvironmentInputType\"\n  types:\n    
 MyEnvironmentInputType:\n      type: object\n      description: \"Input properties for 
 my environment\"\n      properties:\n        my_sample_input:\n          type: string
\n          description: \"This is a sample input\"\n          default: \"hello world
\"\n        my_other_sample_input:\n          type: string\n          description: 
 \"Another sample input\"\n      required:\n        - my_other_sample_input\n", 
        "status": "DRAFT", 
        "statusMessage": "", 
        "templateName": "simple-env" 
    }
}

次のコマンドを実行します。

$ aws proton list-environment-templates

レスポンス:

{ 
    "templates": [ 
        { 
            "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment-template/simple-
env-3", 
            "createdAt": "2020-11-10T18:35:05.763000+00:00", 
            "description": "VPC with Public Access", 
            "displayName": "VPC", 
            "lastModifiedAt": "2020-11-10T18:35:05.763000+00:00", 
            "name": "simple-env-3", 
            "recommendedVersion": "1.0"             
        }, 
        { 
            "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment-template/simple-
env-1", 
            "createdAt": "2020-11-10T00:14:06.881000+00:00", 
            "description": "Some SSM Parameters", 
            "displayName": "simple-env-1", 
            "lastModifiedAt": "2020-11-10T00:14:06.881000+00:00", 
            "name": "simple-env-1", 
            "recommendedVersion": "1.0"            
        } 
    ]
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}

サービステンプレートのマイナーバージョンを表示します。

次のコマンドを実行します。

$ aws proton get-service-template-version \ 
    --template-name "fargate-service" \ 
    --major-version "1" \ 
    --minor-version "0"

レスポンス:

{ 
    "serviceTemplateMinorVersion": { 
        "arn": "arn:aws:proton:us-east-1:123456789012:service-template/fargate-
service:1.0", 
        "compatibleEnvironmentTemplates": [ 
            { 
                "majorVersion": "1", 
                "templateName": "simple-env" 
            } 
        ], 
        "createdAt": "2020-11-11T23:02:57.912000+00:00", 
        "description": "Version 1", 
        "lastModifiedAt": "2020-11-11T23:02:57.912000+00:00", 
        "majorVersion": "1", 
        "minorVersion": "0", 
        "schema": "schema:\n  format:\n    openapi: \"3.0.0\"\n  pipeline_input_type: 
 \"MyPipelineInputType\"\n  service_input_type: \"MyServiceInstanceInputType\"\n\n  
 types:\n    MyPipelineInputType:\n      type: object\n      description: \"Pipeline 
 input properties\"\n      required:\n        - my_sample_pipeline_required_input
\n      properties:\n        my_sample_pipeline_optional_input:\n          type: 
 string\n          description: \"This is a sample input\"\n          default: \"hello 
 world\"\n        my_sample_pipeline_required_input:\n          type: string\n     
      description: \"Another sample input\"\n\n    MyServiceInstanceInputType:\n  
     type: object\n      description: \"Service instance input properties\"\n      
 required:\n        - my_sample_service_instance_required_input\n      properties:\n 
        my_sample_service_instance_optional_input:\n          type: string\n       
    description: \"This is a sample input\"\n          default: \"hello world\"\n   
      my_sample_service_instance_required_input:\n          type: string\n          
 description: \"Another sample input\"", 
        "status": "DRAFT", 
        "statusMessage": "", 
        "templateName": "fargate-service" 
    }
}

次に示すコマンドとレスポンスの例では、サービスパイプラインなしでサービスを表示します。

次のコマンドを実行します。

$ aws proton get-service-template \ 
    --name "simple-svc-template-cli"

レスポンス:

{ 
    "serviceTemplate": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service-template/simple-svc-
template-cli", 
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        "createdAt": "2021-02-18T15:38:57.949000+00:00", 
        "displayName": "simple-svc-template-cli", 
        "lastModifiedAt": "2021-02-18T15:38:57.949000+00:00", 
        "status": "DRAFT", 
        "name": "simple-svc-template-cli", 
        "pipelineProvisioning": "CUSTOMER_MANAGED" 
    }
}

テンプレートを更新する
次の一覧の説明に従って、テンプレートを更新できます。

• コンソールまたは AWS CLI の使用時にテンプレートの description または display name を編集し
ます。テンプレートの name を編集することはできません。

• コンソールまたは AWS CLI を使用するときに、テンプレートマイナーバージョンのステータスを更新
します。ステータスの変更は DRAFT から PUBLISHED のみ可能です。

• AWS CLI の使用時に、テンプレートのマイナーバージョンまたはメジャーバージョンの表示名と説明を
編集します。

AWS Management Console

以下で説明する手順に従って、コンソールでテンプレートの説明と表示名を編集します。

テンプレートのリストで以下の操作をします。

1. AWS Protonコンソールで、([環境] または [サービス]) [テンプレート] を選択します。
2. テンプレートのリストで、説明または表示名を更新するテンプレートの左にあるラジオボタンを

選択します。
3. [Actions] (アクション) を選択してから [Edit] (編集) を選択します。
4. [Edit (environment or service) template] ((環境またはサービス) テンプレートの編集) ページの 

[Template details] (テンプレートの詳細) セクションで、フォームに編集内容を入力して [Save 
changes] (変更の保存) を選択します。

コンソールを使用してテンプレートのマイナーバージョンのステータスを変更し、次の説明に従って
テンプレートを公開します。ステータスの変更は DRAFT から PUBLISHED のみ可能です。

テンプレート (環境またはサービステンプレート) の詳細ページ。

1. AWS Protonコンソールで、([環境] または [サービス]) テンプレートを選択します。
2. テンプレートのリストで、マイナーバージョンのステータスを [Draft] (ドラフト) から [Published] 

(発行) に更新したいテンプレートの名前を選択します。
3. テンプレート (環境またはサービステンプレート) の詳細ページにある [Template versions] (テン

プレートのバージョン) セクションで、公開したいマイナーバージョンの左にあるラジオボタンを
選択します。

4. [Template versions] (テンプレートのバージョン) セクションで [Publish] (発行) を選択します。ス
テータスが [Draft] (ドラフト) から [Published] (発行) に代わります。

AWS CLI

次のコマンドとレスポンスの例は、環境テンプレートの説明を編集する方法を示しています。

以下のコマンドを実行します。
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$ aws proton update-environment-template \ 
    --name "simple-env" \ 
    --description "A single VPC with public access"

レスポンス:

{ 
    "environmentTemplate": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment-template/simple-env", 
        "createdAt": "2020-11-28T22:02:10.651000+00:00", 
        "description": "A single VPC with public access", 
        "displayName": "simple-env", 
        "lastModifiedAt": "2020-11-29T16:11:18.956000+00:00", 
        "majorVersion": "1", 
        "minorVersion": "0", 
        "recommendedMinorVersion": "0", 
        "schema": "schema:\n  format:\n    openapi: \"3.0.0\"\n  
 environment_input_type: \"MyEnvironmentInputType\"\n  types:\n    
 MyEnvironmentInputType:\n      type: object\n      description: \"Input properties for 
 my environment\"\n      properties:\n        my_sample_input:\n          type: string
\n          description: \"This is a sample input\"\n          default: \"hello world
\"\n        my_other_sample_input:\n          type: string\n          description: 
 \"Another sample input\"\n      required:\n        - my_other_sample_input\n", 
        "status": "PUBLISHED", 
        "statusMessage": "", 
        "templateName": "simple-env" 
    }
}

AWS CLI を使用してサービステンプレートを更新することもできます。サービステンプレートのマイ
ナーバージョンのステータスを更新する例については、ステップ 5 の「サービステンプレートを登録
して公開する (p. 111)」を参照してください。

テンプレートを削除する
テンプレートはコンソールと AWS CLI を使用して削除できます。

そのバージョンにデプロイされた環境がない場合は、環境テンプレートのマイナーバージョンを削除でき
ます。

そのバージョンにデプロイされたサービスインスタンスまたはパイプラインがない場合は、サービステン
プレートのマイナーバージョンを削除できます。パイプラインは、サービスインスタンスとは異なるテン
プレートバージョンにデプロイできます。たとえば、サービスインスタンスが 1.0 からバージョン 1.1 に
更新され、パイプラインがバージョン 1.0 にデプロイされている場合、サービステンプレート 1.0 を削除
することはできません。

AWS Management Console

コンソールを使用して、テンプレート全体またはテンプレートの個々のマイナーバージョンとメ
ジャーバージョンを削除できます。

コンソールを使用して、以下のようにテンプレートを削除します。
Note

コンソールを使用してテンプレートを削除する際には、

• テンプレート全体を削除すると、テンプレートのメジャーバージョンとマイナーバージョ
ンも削除されます。
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テンプレート (環境またはサービステンプレート) のリスト。

1. AWS Protonコンソールで、([環境] または [サービス]) [テンプレート] を選択します。
2. テンプレートのリストで、削除したいテンプレートの左にあるラジオボタンを選択します。

テンプレート全体を削除できるのは、AWS Protonそのバージョンにデプロイされたリソースが存
在しない場合のみです。

3. [Actions] (アクション) を選択してから [Delete] (削除) を選択してテンプレート全体を削除しま
す。

4. モーダルから Delete アクションの確認を求めるプロンプトが表示されます。
5. 手順に従って操作し、[Yes, delete] (はい、削除します) を選択します。

テンプレート (環境またはサービステンプレート) の詳細ページ。

1. AWS Protonコンソールで、([環境] または [サービス]) [テンプレート] を選択します。
2. テンプレートのリストで、テンプレートの個々のメジャーバージョンまたはマイナーバージョン

の全体を削除するか、または削除したいテンプレートの名前を選択します。
3. テンプレート全体を削除するには、以下のように操作します。

テンプレート全体を削除できるのは、AWS Protonそのバージョンにデプロイされたリソースが存
在しない場合のみです。

a. ページの右上にある [Deleet] (削除) を選択します。
b. モーダルから Delete アクションの確認を求めるプロンプトが表示されます。
c. 指示に従って操作し、[Yes, delete] (はい、削除します) を選択します。

4. テンプレートのメジャーバージョンまたはマイナーバージョンを削除するには

テンプレートのマイナーバージョンは、AWS Protonそのバージョンにデプロイされたリソースが
存在しない場合のみです。

a. [Template versions] (テンプレートのバージョン) で、削除したいバージョンの左にあるラジ
オボタンを選択します。

b. [Template versions] (テンプレートのバージョン) セクションで [Delete] (削除) を選択しま
す。

c. モーダルから Delete アクションの確認を求めるプロンプトが表示されます。
d. 指示に従って操作し、[Yes, delete] (はい、削除します) を選択します。

AWS CLI

AWS CLI テンプレート削除オペレーションはテンプレートの他のバージョンの削除を含みませ
ん。AWS CLI を使用する際には、次の条件に合うテンプレートを削除します。

• テンプレートのマイナーバージョンまたはメジャーバージョンが存在しない場合、テンプレート全
体を削除します。

• 残っている最後のマイナーバージョンを削除するときにメジャーバージョンを削除します。
• AWS Protonそのバージョンにデプロイされたリソースがない場合は、テンプレートのマイナーバー

ジョンを削除します。
• テンプレートの他のマイナーバージョンが存在せず、AWS Protonそのバージョンにデプロイされた

リソースがない場合は、テンプレートの推奨マイナーバージョンを削除します。

以下のコマンドとレスポンスの例では、AWS CLI を使用してテンプレートを削除する方法を示しま
す。
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次のコマンドを実行します。

$ aws proton delete-environment-template-version \ 
    --template-name "simple-env" \ 
    --major-version "1" \ 
    --minor-version "0"

レスポンス:

{ 
    "environmentTemplateVersion": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment-template/simple-
env:1.0", 
        "createdAt": "2020-11-11T23:02:47.763000+00:00", 
        "description": "Version 1", 
        "lastModifiedAt": "2020-11-11T23:02:54.610000+00:00", 
        "majorVersion": "1", 
        "minorVersion": "0", 
        "status": "PUBLISHED", 
        "statusMessage": "", 
        "templateName": "simple-env" 
    }
}

次のコマンドを実行します。

$ aws proton delete-environment-template \ 
    --name "simple-env"

レスポンス:

{ 
    "environmentTemplate": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment-template/simple-env", 
        "createdAt": "2020-11-11T23:02:45.336000+00:00", 
        "description": "VPC with Public Access", 
        "displayName": "VPC", 
        "lastModifiedAt": "2020-11-12T00:23:22.339000+00:00", 
        "name": "simple-env", 
        "recommendedVersion": "1.0" 
    }
}

次のコマンドを実行します。

$ aws proton delete-service-template-version \ 
    --template-name "fargate-service" \ 
    --major-version "1" \ 
    --minor-version "0"

レスポンス:

{ 
    "serviceTemplateVersion": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service-template/fargate-
service:1.0", 
        "compatibleEnvironmentTemplates": [{"majorVersion": "1", "templateName": 
 "simple-env"}], 
        "createdAt": "2020-11-28T22:07:05.798000+00:00", 
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        "lastModifiedAt": "2020-11-28T22:19:05.368000+00:00", 
        "majorVersion": "1", 
        "minorVersion": "0", 
        "status": "PUBLISHED", 
        "statusMessage": "", 
        "templateName": "fargate-service" 
    }
}

テンプレートの同期設定
登録した gitAWS Proton リポジトリ内にあるテンプレートバンドルから同期するようにテンプレートを設
定する方法について説明します。コミットがリポジトリにプッシュされると、AWS Protonリポジトリテン
プレートバンドルに変更があるかどうかを調べます。テンプレートバンドルの変更を検出すると、そのテ
ンプレートがまだ存在しない場合は、そのテンプレートの新しいマイナーバージョンまたはメジャーバー
ジョンが作成されます。 AWS Proton現在GitHub、GitHubエンタープライズ、およびをサポートしていま
すBitBucket。

同期されたテンプレートバンドルにコミットをプッ
シュする
テンプレートのいずれかによって追跡されているブランチにコミットをプッシュすると、AWS Protonリポ
ジトリをクローンし、同期が必要なテンプレートを判断します。ディレクトリ内のファイルをスキャンし
て、{template-name}/{major-version}/ の規則に一致するディレクトリを検索します。

AWS Protonリポジトリとブランチに関連付けられているテンプレートとメジャーバージョンを特定する
と、それらのテンプレートすべてをparallel 同期しようとします。

特定のテンプレートに同期するたびに、AWS Protonまず前回の正常な同期以降にテンプレートディレク
トリの内容に変更があったかどうかを調べます。内容に変更がなければ、AWS Proton重複バンドルの登
録をスキップします。そうすれば、テンプレートバンドルのコンテンツが変更された場合に新しいテンプ
レートマイナーバージョンが作成されます。テンプレートバンドルの内容に変更があった場合、バンドル
は、AWS Protonに登録されます。

テンプレートバンドルの登録後、AWS Proton登録が完了するまで登録ステータスをモニタリングします。

特定のテンプレートのマイナーバージョンとメジャーバージョンに対して 1 つずつしか同期できません。
同期の進行中にプッシュされた可能性のあるコミットはすべてバッチ処理されます。バッチされたコミッ
トは、前回の同期試行の完了後に同期されます。

サービステンプレートを同期する
AWS Protongit リポジトリから環境テンプレートとサービステンプレートの両方を同期できます。サービ
ステンプレートを同期するには、.template-registration.yamlテンプレートバンドルの各メジャー
バージョンディレクトリにという名前のファイルを追加します。このファイルには、AWS Protonコミット
後にサービステンプレートバージョンを作成する場合に必要な、互換性のある環境とサポートされている
コンポーネントソースなどの追加情報が含まれています。

ファイルのフルパスはですservice-template-name/major-version/.template-
registration.yaml。詳細については、「the section called “サービステンプレートを同期す
る” (p. 129)」を参照してください。

テンプレート同期の設定に関する考慮事項
テンプレート同期設定の使用については、次の考慮事項を確認してください。
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• リポジトリは 250 MB 以下にする必要があります。
• テンプレート同期を設定するには、AWS Protonまずリポジトリをにリンクします。詳細については、

「the section called “リポジトリリンクの作成” (p. 202)」を参照してください。
• 同期されたテンプレートから新しいテンプレートバージョンが作成されると、DRAFT 状態になります。
• 次のいずれかに該当する場合、テンプレートの新しいマイナーバージョンが作成されます。

• テンプレートバンドルの内容は、最後に同期されたテンプレートマイナーバージョンのものとは異な
ります。

• 前回同期したテンプレートのマイナーバージョンが削除されました。
• 同期を一時停止することはできません。
• 新しいマイナーバージョンとメジャーバージョンの両方が自動的に同期されます。
• テンプレート同期設定では、新しいトップ最上位レベルテンプレートを作成することはできません。
• テンプレート同期設定を使用して、複数のリポジトリから 1 つのテンプレートに同期することはできま

せん。
• ブランチの代わりにタグを使用することはできません。
• サービステンプレートを作成 (p. 111)する際には、互換性のある環境テンプレートを指定します。
• 環境テンプレートを作成し、それを同じコミット内でサービステンプレートの互換環境として追加でき

ます。
• 単一のテンプレートのメジャーバージョンへの同期は 1 つずつ実行されます。同期中に新しいコミット

が検出されると、それらはアクティブ同期の終わりでバッチ処理され適用されます。異なるテンプレー
トのメジャーバージョンへの同期は並行して進行します。

• テンプレートの同期元のブランチを変更すると、まず古いブランチからの継続的な同期が完了します。
次いで、新しいブランチから同期が始まります。

• テンプレートの同期元のリポジトリを変更すると、古いリポジトリからの継続的な同期が失敗したり、
完了するまで実行される可能性があります。同期のどの段階にいるかによって異なります。

詳細については、AWS Protonサービス API リファレンスをご覧ください。

トピック
• テンプレート同期設定を作成する (p. 125)
• テンプレート同期設定の詳細を表示する (p. 130)
• テンプレート同期設定を編集する (p. 131)
• テンプレート同期設定を削除する (p. 131)

テンプレート同期設定を作成する
でテンプレート同期設定を作成する方法について説明しますAWS Proton。

テンプレート同期設定の前提条件を作成します。

• リポジトリをにリンクしました (p. 202)AWS Proton。
• テンプレートバンドル (p. 31)がリポジトリにあります。

リポジトリリンクは以下で構成されます。

• AWS Protonリポジトリへのアクセスと通知のサブスクライブを許可する AWSCodeStar 接続。
• サービスリンクロール (p. 243) リポジトリをリンクすると、サービスリンクロールが作成されます。

最初のテンプレート同期設定を作成する前に、次のディレクトリレイアウトに示すように、テンプレート
バンドルをリポジトリにプッシュします。
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 /templates/                                                 # subdirectory (optional) 
 /templates/my-env-template/                                 # template name 
 /templates/my-env-template/v1/                              # template version 
 /templates/my-env-template/v1/infrastructure/               # template bundle 
 /templates/my-env-template/v1/schema/

最初のテンプレート同期設定を作成した後、新しいバージョンの下 (たとえば、/my-env-template/
v2/ の下) に更新されたテンプレートバンドルを追加するコミットをプッシュすると、新しいテンプレー
トバージョンが自動的に作成されます。

 /templates/                                                 # subdirectory (optional) 
 /templates/my-env-template/                                 # template name 
 /templates/my-env-template/v1/                              # template version 
 /templates/my-env-template/v1/infrastructure/               # template bundle 
 /templates/my-env-template/v1/schema/ 
 /templates/my-env-template/v2/ 
 /templates/my-env-template/v2/infrastructure/ 
 /templates/my-env-template/v2/schema/

1 つ以上の同期設定テンプレートの新しいテンプレートバンドルバージョンを 1 つのコミットに含めるこ
とができます。 AWS Protonコミットに含まれる新しいテンプレートバンドルバージョンごとに、新しい
テンプレートバージョンを作成します。

テンプレート同期設定の作成後も、コンソールまたは AWS CLI を通して S3 バケットからテンプレートバ
ンドルをアップロードすることによって。手動で新しいバージョンのテンプレートを作成できます。テン
プレートの同期は、リポジトリからへの一方向でのみ機能しますAWS Proton。手動で作成したテンプレー
トのバージョンは同期されません。

テンプレート同期設定を設定すると、AWS Protonリポジトリの変更をリッスンします。変更がプッシュさ
れるたびに、テンプレートと同じ名前のディレクトリが検索されます。次いで、そのディレクトリ内でメ
ジャーバージョンに似たディレクトリを探します。 AWS Protonテンプレートバンドルを対応するテンプ
レートのメジャーバージョンに登録します。新しいバージョンは常に DRAFT 状態です。コンソールまたは 
AWS CLI で新しいバージョンを公開 (p. 106)できます。

たとえば、my-env-template というテンプレートがあってブランチ main の my-repo/templates か
ら同期するように設定されているとすると、以下のようなレイアウトになります。

 /code 
 /code/service.go 
 README.md 
 /templates/ 
 /templates/my-env-template/ 
 /templates/my-env-template/v1/ 
 /templates/my-env-template/v1/infrastructure/ 
 /templates/my-env-template/v1/schema/ 
 /templates/my-env-template/v2/ 
 /templates/my-env-template/v2/infrastructure/ 
 /templates/my-env-template/v2/schema/

AWS Protontomy-env-template:1 の内容と/templates/my-env-template/v1//templates/my-
env-template/v2/ tomy-env-template:2 の内容を同期します。まだ存在しない場合、これらのメ
ジャーバージョンが作成されます。

AWS Protonテンプレート名と一致する最初のディレクトリが見つかりました。subdirectoryPathテン
プレート同期設定を作成または編集する際に a を指定して、AWS Protonディレクトリ検索を制限できま
す。たとえば、subdirectoryPath の /production-templates/ を指定できます。

テンプレート同期設定は、コンソールまたは CLI を使用して作成できます。
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AWS Management Console

テンプレートを使用して、テンプレートとテンプレート同期設定を作成します。

1. AWS Protonコンソールで、[環境テンプレート] を選択します。
2. [Create Environment template] (環境テンプレートの作成) を選択します。
3. [Create environment template] (環境テンプレートを作成する) ページの [Template options] (テン

プレートオプション) セクションで [Create a template for provisioning new environments] (新しい
環境のプロビジョニング用のテンプレートを作成する) を選択します。

4. [Template bundle source] (テンプレートバンドルソース) セクションで [Sync templates from Git] 
(Git からテンプレートを同期する) を選択します。

5. ソースコードリポジトリセクションでは、

a. 「リポジトリ」で、テンプレートバンドルを含むリンクされたリポジトリを選択します。
b. Branch では、同期するリポジトリブランチを選択します。
c. (オプション) [テンプレートバンドルディレクトリ] に、ディレクトリ名を入力して、テンプ

レートバンドルの検索を絞り込みます。
6. [Template details] (テンプレートの詳細) セクションで以下の操作をします。

a. テンプレート名を入力します。
b. (オプション) [Template display name] にテンプレート表示名を入力します。
c. (オプション) [Template description] に環境テンプレートの説明を入力します。

7. (オプション) [Encryption settings] (暗号化設定) セクションの [Customize encryption settings 
(advanced)] (暗号化設定のカスタマイズ (アドバンスト)) のチェックボックスをオンにします。

8. (オプション) [Tags] (タグ) セクションで [Add new tag] (新しいタグを追加) を選択し、キーと値を
入力してカスタマーマネージドタグを作成します。

9. [Create Environment template] (環境テンプレートの作成) を選択します。

新しいページが開き、新しい環境テンプレートのステータスと詳細が表示されます。これら
の詳細には、AWSマネージドタグとカスタマーマネージドタグの一覧が含まれます。 AWS 
ProtonAWS Protonリソースを作成すると、AWS自動的にマネージドタグを作成します。詳細に
ついては、「AWS Protonリソースとタグ付け (p. 260)」を参照してください。

10. テンプレートの詳細ページで [Sync] (同期) タブを使用してテンプレート同期設定の詳細データを
表示します。

11. [Template versions] (テンプレートのバージョン) タブを選択して、テンプレートバージョンとス
テータスの詳細を表示します。

12. 新しい環境テンプレートのステータスは [Draft] (ドラフト) から始まります。表示やアクセスでき
るのは、自分と自分以外の proton:CreateEnvironment アクセス許可があるユーザーです。
次の手順に従って、テンプレートを自分以外のユーザーが使用できるようにします。

13. [Template versions] (テンプレートのバージョン) セクションで、先ほど作成したテンプレートの
マイナーバージョン (1.0) の左側にあるラジオボタンを選択します。別の方法としては、情報ア
ラートで [Publish] (発行) を選択して次のステップをスキップします。

14. [Template versions] (テンプレートのバージョン) セクションで [Publish] (発行) を選択します。
15. テンプレートのステータスが [Published] (発行) に変わります。これはテンプレートの最新かつ推

奨バージョンです。
16. ナビゲーションペインで [Environment templates] (環境テンプレート) を選択して環境テンプレー

トと詳細の一覧を表示します。

サービステンプレートとテンプレート同期設定を作成する手順も同様です。
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AWS CLI

AWS CLI を使用して、テンプレートとテンプレート同期設定を作成します。

1. テンプレートを作成する この例では、環境テンプレートが作成されます。

以下のコマンドを実行します。

$ aws proton create-environment-template \ 
    --name "env-template"

レスポンスは次のとおりです。

{ 
    "environmentTemplate": { 
        "arn": "arn:aws:proton:us-east-1:123456789012:environment-template/env-
template", 
        "createdAt": "2021-11-07T23:32:43.045000+00:00", 
        "displayName": "env-template", 
        "lastModifiedAt": "2021-11-07T23:32:43.045000+00:00", 
        "name": "env-template", 
        "status": "DRAFT", 
        "templateName": "env-template" 
    }
}

2. AWS CLI以下を指定することによってでテンプレート同期設定を作成します。

• 同期先のテンプレート。テンプレート同期設定の作成後も、コンソールまたは AWS CLI を通
してテンプレート同期設定から手動で新しいバージョンを作成できます。

• テンプレート名。
• テンプレートタイプ。
• 同期するリンクリポジトリです。
• リンクリポジトリプロバイダです。
• テンプレートバンドルが配置されているブランチ。
• (オプション) テンプレートバンドルを含むディレクトリへのパス。デフォルトでは、AWS 

Protonテンプレート名と一致する最初のディレクトリを検索します。

以下のコマンドを実行します。

$ aws proton create-template-sync-config \ 
    --template-name "env-template" \ 
    --template-type "ENVIRONMENT" \ 
    --repository-name "myrepos/templates" \ 
    --repository-provider "GITHUB" \ 
    --branch "main" \ 
    --subdirectory "env-template/"

レスポンスは次のとおりです。

{ 
    "templateSyncConfigDetails": { 
        "branch": "main", 
        "repositoryName": "myrepos/templates", 
        "repositoryProvider": "GITHUB", 
        "subdirectory": "templates", 
        "templateName": "env-template", 
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        "templateType": "ENVIRONMENT" 
    }
}

3. テンプレートバージョンを公開するには、「テンプレートを登録して公開する (p. 106)」を参照
してください。

サービステンプレートを同期する
前述の例は、環境テンプレートを同期する方法を示しています。サービステンプレートも同様です。サー
ビステンプレートを同期するには、.template-registration.yamlテンプレートバンドルの各メ
ジャーバージョンディレクトリにという名前のファイルを追加します。このファイルには、AWS Protonコ
ミット後にサービステンプレートバージョンを作成する際に必要となる追加情報が含まれています。AWS 
Protonコンソールまたは API を使用してサービステンプレートバージョンを明示的に作成する場合、これ
らの詳細を入力として指定すると、テンプレート同期用の入力がこのファイルに置き換わります。

./templates/                                                 # subdirectory (optional) 
 /templates/my-svc-template/                                 # service template name 
 /templates/my-svc-template/v1/                              # service template version 
 /templates/my-svc-template/v1/.template-registration.yaml   # service template version 
 properties 
 /templates/my-svc-template/v1/instance_infrastructure/      # template bundle 
 /templates/my-svc-template/v1/schema/

.template-registration.yamlこのファイルには次の詳細が含まれています。

• 互換性のある環境 [必須] — これらの環境テンプレートとメジャーバージョンに基づく環境は、このサー
ビステンプレートバージョンに基づくサービスと互換性があります。

• サポートされているコンポーネントソース [オプション] — これらのソースを使用するコンポーネント
は、このサービステンプレートバージョンに基づくサービスと互換性があります。指定しない場合、
コンポーネントをこれらのサービスに接続することはできません。コンポーネントの詳細については、
「コンポーネント (p. 191)」を参照してください。

このファイルの YAML 構文は次のとおりです。

compatible_environments: 
  - env-templ-name:major-version
  - ...
supported_component_sources: 
  - DIRECTLY_DEFINED

環境テンプレートとメジャーバージョンの組み合わせを 1 つ以上指定しま
す。supported_component_sources指定は任意で、サポートされている値はのみで
すDIRECTLY_DEFINED。

Example .template-registration.yaml

この例では、my-env-templateサービステンプレートバージョンは環境テンプレートのメ
ジャーバージョン 1 および 2 と互換性があります。また、another-env-template環境テンプ
レートのメジャーバージョン1および3とも互換性があります。ファイルには指定されていないた
めsupported_component_sources、このサービステンプレートバージョンに基づくサービスにコン
ポーネントをアタッチすることはできません。

compatible_environments: 
  - my-env-template:1 
  - my-env-template:2 
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  - another-env-template:1 
  - another-env-template:3

Note

以前は、AWS Proton互換性のある環境を指定するために別のファイルを定義していまし
た。.compatible-envs AWS Proton後方互換性のため、そのファイルとその形式を引き続きサ
ポートしています。拡張性がなく、コンポーネントなどの新しい機能をサポートできないため、
もう使用することはお勧めしません。

テンプレート同期設定の詳細を表示する
コンソールまたは CLI を使用して、テンプレートの同期設定の詳細データを表示します。

AWS Management Console

コンソールを使用して、テンプレートの同期設定の詳細を表示します。

1. ナビゲーションペインで、(Environment or Service) templates] ((環境またはサービス} テンプレー
ト) を選択します。

2. 詳細データを表示するには、テンプレート同期設定を作成したテンプレートの名前を選択しま
す。

3. テンプレートの詳細ページで [Sync] (同期) タブを選択してテンプレート同期設定の詳細データを
表示します。

AWS CLI

AWS CLI を使用して、同期されたテンプレートを表示します。

以下のコマンドを実行します。

$ aws proton get-template-sync-config \ 
    --template-name "svc-template" \ 
    --template-type "SERVICE"

レスポンスは次のとおりです。

{ 
    "templateSyncConfigDetails": { 
        "branch": "main", 
        "repositoryProvider": "GITHUB", 
        "repositoryName": "myrepos/myrepo", 
        "subdirectory": "svc-template", 
        "templateName": "svc-template", 
        "templateType": "SERVICE" 
    }
}

AWS CLI を使用して、テンプレートの同期ステータスを取得します。

template-version を使用する場合、テンプレートのメジャーバージョンを入力します。

以下のコマンドを実行します。

$ aws proton get-template-sync-status \ 
    --template-name "env-template" \ 
    --template-type "ENVIRONMENT" \ 
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    --template-version "1"

テンプレート同期設定を編集する
template-name と template-type を除き、テンプレート同期設定パラメータは編集できます。

コンソールまたは CLI を使用してテンプレート同期設定を編集する方法を説明します。

AWS Management Console

コンソールを使用してテンプレート同期設定 branch を編集します。

テンプレートのリストで以下の操作をします。

1. AWS Protonコンソールで、([環境] または [サービス]) [テンプレート] を選択します。
2. テンプレートのリストで、編集したいテンプレート同期設定を含むテンプレートの名前を選択し

ます。
3. テンプレートの詳細ページで、[テンプレート同期] タブを選択します。
4. 「テンプレート同期の詳細」セクションで、「編集」を選択します。
5. [編集] ページの [ソースコードリポジトリ] セクションの [ブランチ] で、ブランチを選択し、[設定

の保存] を選択します。

AWS CLI

次のコマンドとレスポンスの例は、CLI を使用してテンプレート同期設定 branch を編集する方法を
示します。

以下のコマンドを実行します。

$ aws proton update-template-sync-config \ 
    --template-name "env-template" \ 
    --template-type "ENVIRONMENT" \ 
    --repository-provider "GITHUB" \ 
    --repository-name "myrepos/templates" \ 
    --branch "fargate" \ 
    --subdirectory "env-template"

レスポンスは次のとおりです。

{ 
    "templateSyncConfigDetails": { 
        "branch": "fargate", 
        "repositoryProvider": "GITHUB", 
        "repositoryName": "myrepos/myrepo", 
        "subdirectory": "templates", 
        "templateName": "env-template", 
        "templateType": "ENVIRONMENT" 
    }
}

同様に AWS CLI を使用して、同期されたサービステンプレートを更新できます。

テンプレート同期設定を削除する
コンソールまたは CLI を使用してテンプレート同期設定を削除します。
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AWS Management Console

コンソールを使用してテンプレート同期設定を削除します。

1. テンプレートの詳細ページで [Sync] (同期) タブを選択します。
2. [Sync details] (同期の詳細) セクションで [Disconnect] (切断) を選択します。

AWS CLI

以下のコマンドとレスポンスの例では、AWS CLI を使用して同期されたテンプレート設定を削除する
方法を示します。

以下のコマンドを実行します。

$ aws proton delete-template-sync-config \ 
    --template-name "env-template" \ 
    --template-type "ENVIRONMENT"

レスポンスは次のとおりです。

{ 
    "templateSyncConfig": { 
        "templateName": "env-template", 
        "templateType": "ENVIRONMENT" 
    }
}

サービス同期設定
サービス同期では、GitAWS Proton を使用してサービスを設定およびデプロイできます。service sync を
使用すると、Git リポジトリで定義された設定を使用して、AWS Protonサービスの初期デプロイと更新を
管理できます。Git では、バージョントラッキングやプルリクエストなどの機能を使用して、サービスを設
定、管理、デプロイできます。Service SyncAWS Proton と Git を組み合わせることで、AWS Protonテン
プレートを使用して定義および管理される標準化されたインフラストラクチャをプロビジョニングできま
す。Git リポジトリ内のサービス定義を管理し、ツールの切り替えを減らします。Git のみを使用する場合
と比較して、AWS Protonテンプレートとデプロイを標準化することで、インフラストラクチャの管理に費
やす時間を短縮できます。 AWS Protonまた、開発者とプラットフォームチームの両方にとって透明性と
監査可能性が高まります。

AWS ProtonOPSファイルを開くことのできるプログ
ラム
proton-opsこのファイルには、AWS Protonサービスインスタンスの更新に使用されるスペックファイル
の保存場所が定義されます。また、サービスインスタンスを更新する順序と、あるインスタンスから別の
インスタンスに変更をプロモートするタイミングも定義します。

proton-opsこのファイルは、リンクされたリポジトリにあるスペックファイルまたは複数のスペッ
クファイルを使用してサービスインスタンスを同期することをサポートしています。これを行うに
は、proton-ops次の例のようにファイルに同期ブロックを定義します。

例。 /設定/プロトン-ops.yaml:

sync: 
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  services: 
      frontend-svc: 
          alpha: 
              branch: dev 
              spec: ./frontend-svc/test/frontend-spec.yaml 
          beta: 
              branch: dev 
              spec: ./frontend-svc/test/frontend-spec.yaml 
          gamma: 
              branch: pre-prod 
              spec: ./frontend-svc/pre-prod/frontend-spec.yaml 
          prod-one: 
              branch: prod 
              spec: ./frontend-svc/prod/frontend-spec-second.yaml 
          prod-two: 
              branch: prod 
              spec: ./frontend-svc/prod/frontend-spec-second.yaml 
          prod-three: 
              branch: prod 
              spec: ./frontend-svc/prod/frontend-spec-second.yaml

前述の例では、frontend-svcはサービス名、、alpha、beta、gammaprod-iadprod-cmh、prod-
dubおよびはインスタンスです。

specファイルには、すべてのインスタンスでも、proton-opsファイル内で定義されているインスタン
スのサブセットでもかまいません。ただし、少なくとも、ブランチと同期元のスペック内でインスタンス
が定義されている必要があります。proton-opsspecインスタンスが特定のブランチとファイルの場所で
ファイルに定義されていない場合、Service Sync はそれらのインスタンスを作成または更新しません。

次の例は、specファイルがどのように見えるかを示しています。proton-opsspecファイルはこれらの
ファイルから同期されることに注意してください。

例./frontend-svc/test/frontend-spec.yaml:

proton: "ServiceSpec"
instances:
- name: "alpha" 
  environment: "frontend-env" 
  spec: 
    port: 80 
    desired_count: 1 
    task_size: "x-small" 
    image: "public.ecr.aws/z9d2n7e1/nginx:1.21.0"
- name: "beta" 
  environment: "frontend-env" 
  spec: 
    port: 80 
    desired_count: 1 
    task_size: "x-small" 
    image: "public.ecr.aws/z9d2n7e1/nginx:1.21.0"

例./frontend-svc/pre-prod/frontend-spec.yaml:

proton: "ServiceSpec"
instances:
- name: "gamma" 
  environment: "frontend-env" 
  spec: 
    port: 80 
    desired_count: 1 
    task_size: "x-small" 
    image: "public.ecr.aws/z9d2n7e1/nginx:1.21.0"
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例./frontend-svc/prod/frontend-spec-second.yaml:

proton: "ServiceSpec"
instances:
- name: "prod-one" 
  environment: "frontend-env" 
  spec: 
    port: 80 
    desired_count: 1 
    task_size: "x-small" 
    image: "public.ecr.aws/z9d2n7e1/nginx:1.21.0"
- name: "prod-two" 
  environment: "frontend-env" 
  spec: 
    port: 80 
    desired_count: 1 
    task_size: "x-small" 
    image: "public.ecr.aws/z9d2n7e1/nginx:1.21.0"
- name: "prod-three" 
  environment: "frontend-env" 
  spec: 
    port: 80 
    desired_count: 1 
    task_size: "x-small" 
    image: "public.ecr.aws/z9d2n7e1/nginx:1.21.0"

インスタンスが同期されず、同期しようとしたときに問題が続く場合
は、GetServiceInstanceSyncStatusAPI を呼び出すことで問題を解決できる場合があります。

Note

Service Sync を使用しているお客様は、AWS Proton依然として制限により制限されています。

ブロッカー

AWS Protonservice sync を使用してサービスを同期することで、サービス仕様を更新し、Git リポジトリ
からサービスインスタンスを作成および更新できます。ただし、またはを使用してサービスまたはインス
タンスを手動で更新する必要がある場合がありますAWS CLI。AWS Management Console

AWS Protonサービスインスタンスの更新やサービスインスタンスの削除などAWS CLI、AWS 
Management Consoleまたはを使用して手動で行った変更が上書きされるのを防ぐのに役立ちます。これ
を実現するには、手動による変更を検出したときにサービス同期を無効にすることで、AWS Protonサービ
ス同期ブロッカーを自動的に作成します。

サービスに関連するすべてのブロッカーを取得するには、serviceInstanceサービスに関連するブロッ
カーごとに次の操作を順番に行う必要があります。

• のみを使用してgetServiceSyncBlockerSummary API を呼び出しますserviceName。
• serviceNameとを使用してgetServiceSyncBlockerSummary API を呼び出しま

すserviceInstanceName。

これにより、最新のブロッカーとそれに関連するステータスのリストが返されます。ACTIVE
とマークされているブロッカーがある場合は、それぞれに ANDblockerId を指定し
てUpdateServiceSyncBlockerresolvedReason API を呼び出して問題を解決する必要があります。

AWS Protonサービスインスタンスを手動で更新または作成すると、サービスインスタンスにサービス同期
ブロッカーが作成されます。 AWS Proton他のすべてのサービスインスタンスの同期を継続しますが、ブ
ロッカーが解決されるまでこのサービスインスタンスの同期を無効にします。サービスからサービスイン
スタンスを削除すると、AWS Protonそのサービスにサービス同期ブロッカーが作成されます。これにより
AWS Proton、ブロッカーが解決されるまで、どのサービスインスタンスも同期されなくなります。
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すべてのアクティブなブロッカーが揃った
ら、UpdateServiceSyncBlockerblockerIdresolvedReasonアクティブなブロッカーごとにおよび
を使用して API を呼び出して問題を解決する必要があります。

を使用してAWS Management Console、[Service Sync]AWS Proton タブに移動して選択することで、サー
ビスの同期が無効になっているかどうかを判断できます。サービスまたはサービスインスタンスがブロッ
クされている場合、「有効化」ボタンが表示されます。サービス同期を有効にするには、[有効化] を選択
します。

トピック
• サービス同期設定を作成する (p. 135)
• サービス同期設定の詳細が表示されます (p. 136)
• サービス同期設定を編集する (p. 137)
• サービス同期設定を削除する (p. 137)

サービス同期設定を作成する

サービス同期設定は、コンソールまたはを使用して作成できますAWS CLI。

AWS Management Console

1. [サービステンプレートの選択] ページで、テンプレートを選択し、[設定] を選択します。
2. [サービスの設定] ページの [サービスの詳細] セクションで、新しいサービス名を入力します。
3. (オプション) サービスの説明を入力します。
4. 「アプリケーションのソースコードリポジトリ」セクションで、「リンクされた Git リポジトリ

を選択」を選択し、既にリンクしているリポジトリを選択しますAWS Proton。まだリンクされた
リポジトリがない場合は、「別の Git リポジトリをリンク」を選択し、「リポジトリへのリンク
を作成する」の指示に従ってください。

5. Repository で、リストからソースコードリポジトリの名前を選択します。
6. Branch では、リストからソースコードのリポジトリブランチの名前を選択します。
7. (オプション) [Tags] (タグ) セクションで [Add new tag] (新しいタグを追加) を選択し、キーと値を

入力してカスタマーマネージドタグを作成します。
8. [Next] (次へ) を選択します。
9. 「サービスインスタンスの設定」ページの「サービス定義ソース」セクションで、「Git からサー

ビスを同期する」を選択します。
10. 「サービス定義ファイル」セクションで、proton-opsファイルを作成する場合は、「AWS 

Protonにファイルを作成してもらいたい」を選択します。AWS Protonこのオプションを使用する
と、AWS Protonspecproton-ops指定した場所におよびファイルが作成されます。独自の OPS 
ファイルを作成するには、[独自のファイルを提供しています] を選択します。

11. 「サービス定義リポジトリ」セクションで、「リンクされた Git リポジトリを選択」を選択し、
すでにリンクしているリポジトリを選択しますAWS Proton。

12. [Repository name] (リポジトリ名) でソースコードが含まれているリポジトリの名前を選択しま
す。

13. proton-opsファイルブランチの場合、AWS Proton OPSとスペックファイルを置くリストから
ブランチの名前を選択します。

14. サービスインスタンスセクションでは、proton-ops各フィールドはファイル内の値に基づいて
自動的に入力されます。

15. [Next] (次へ) を選択して入力を見直します。
16. [Create] (作成) を選択します。
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AWS CLI

を使用してサービス同期設定を作成します。AWS CLI

• 以下のコマンドを実行します。

$ aws proton create-service-sync-config \ 
    --resource "service-arn" \ 
    --repository-provider "GITHUB" \ 
    --repository "example/proton-sync-service" \ 
    --ops-file-branch "main" \ 
    --proton-ops-file "./configuration/custom-proton-ops.yaml" (optional)

レスポンスは次のとおりです。

{ 
    "serviceSyncConfig": { 
        "branch": "main", 
        "filePath": "./configuration/custom-proton-ops.yaml", 
        "repositoryName": "example/proton-sync-service", 
        "repositoryProvider": "GITHUB", 
        "serviceName": "service name" 
    }
}

サービス同期設定の詳細が表示されます
コンソールまたはを使用して、サービス同期の設定詳細データを表示できますAWS CLI。

AWS Management Console

コンソールを使用して、サービス同期設定の詳細を表示します

1. ナビゲーションペインで [Services] (サービス) を選択します。
2. 詳細データを表示するには、サービス同期設定を作成したサービスの名前を選択します。
3. サービスの詳細ページで、「サービス同期」タブを選択すると、サービス同期の設定詳細データ

が表示されます。

AWS CLI

AWS CLI同期されたサービスを取得するには、を使用してください。

以下のコマンドを実行します。

$ aws proton get-service-sync-config \ 
    --service-name "service name"

レスポンスは次のとおりです。

{ 
    "serviceSyncConfig": { 
        "branch": "main", 
        "filePath": "./configuration/custom-proton-ops.yaml", 
        "repositoryName": "example/proton-sync-service", 
        "repositoryProvider": "GITHUB", 
        "serviceName": "service name" 
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    }
}

AWS CLIを使用してサービスの同期ステータスを取得します。

以下のコマンドを実行します。

$ aws proton get-service-sync-status \ 
    --service-name "service name"

サービス同期設定を編集する
サービス同期設定は、コンソールまたはを使用して編集できますAWS CLI。

AWS Management Console

コンソールを使用してサービス同期設定を編集します。

1. ナビゲーションペインで [Services] (サービス) を選択します。
2. 詳細データを表示するには、サービス同期設定を作成したサービスの名前を選択します。
3. サービスの詳細ページで、[サービス同期] タブを選択します。
4. 「サービス同期」セクションで、「編集」 を選択します。
5. [編集] ページで、編集する情報を更新し、[保存] を選択します。

AWS CLI

以下のコマンドとレスポンスの例は、を使用してサービス同期設定を編集する方法を示しますAWS 
CLI。

以下のコマンドを実行します。

$ aws proton update-service-sync-config \ 
    --service-name "service name" \ 
    --repository-provider "GITHUB" \ 
    --repository "example/proton-sync-service" \ 
    --ops-file-branch "main" \ 
    --ops-file "./configuration/custom-proton-ops.yaml"

レスポンスは次のとおりです。

{ 
    "serviceSyncConfig": { 
        "branch": "main", 
        "filePath": "./configuration/custom-proton-ops.yaml", 
        "repositoryName": "example/proton-sync-service", 
        "repositoryProvider": "GITHUB", 
        "serviceName": "service name" 
    }
}

サービス同期設定を削除する
コンソールを使用して、サービス同期設定を削除できますAWS CLI。
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AWS Management Console

コンソールを使用してサービス同期設定を削除する

1. サービスの詳細ページで、[サービス同期] タブを選択します。
2. 「サービス同期の詳細」セクションで、「接続解除」を選択してリポジトリの接続を解除しま

す。リポジトリとの接続が切断されると、そのリポジトリからのサービスは同期されなくなりま
す。

AWS CLI

以下のコマンドとレスポンスの例では、AWS CLIを使用してサービス同期設定を削除する方法を示し
ます。

以下のコマンドを実行します。

$ aws proton delete-service-sync-config \ 
    --service-name "service name"

レスポンスは次のとおりです。

{ 
    "serviceSyncConfig": { 
        "branch": "main", 
        "filePath": "./configuration/custom-proton-ops.yaml", 
        "repositoryName": "example/proton-sync-service", 
        "repositoryProvider": "GITHUB", 
        "serviceName": "service name" 
    }
}

Note

サービス同期では、サービスインスタンスは削除されません。構成が削除されるだけです。
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AWS Proton 環境
の場合AWS Proton、環境は、AWS Protonサービスのデプロイ先になる共有リソースとポリシーのセット
を表します (p. 168)。AWS Protonサービスインスタンス間で共有が予想される任意のリソースを含める
ことができます。具体的には、VPC、クラスタ、共有ロードバランサーまたは API ゲートウェイなどのリ
ソースが含まれる可能性があります。サービスをデプロイする前に、AWS Proton環境を作成する必要があ
ります。

このセクションでは、サービスの作成、表示、更新、および削除のオペレーションをしながらサービスを
管理する方法について説明します。>追加情報については、AWS Protonサービス API リファレンスを参照
してください。

トピック
• IAM ロール (p. 139)
• 環境の作成 (p. 140)
• 環境データを表示する (p. 148)
• 環境を更新する (p. 149)
• 環境を削除する (p. 156)
• 環境アカウント接続 (p. 157)
• 顧客管理環境 (p. 163)
• CodeBuild プロビジョニングロール作成 (p. 164)

IAM ロール
でAWS Proton、所有および管理するAWSリソースの IAM ロールおよびAWS KMSキーを提供します。後
ほどこれらはデベロッパーが所有および管理するリソースに適用され、そこで使用されます。IAM ロール
を作成すると、デベロッパーチームのAWS Proton API へのアクセスを制御できます。

AWS Proton サービスロール
新しい環境を作成するときは、関連する IAM サービスロールを指定します。ロールには、環境テンプレー
トとサービステンプレートの両方で定義されるプロビジョニングされたインフラストラクチャのすべてを
更新するうえで、環境テンプレートとサービステンプレートの両方で定義されるプロビジョニングされた
インフラストラクチャのすべてを更新するうえで、必要なすべてのアクセス許可が含まれています。役割
の例については、を参照してくださいAWS Protonを使用するプロビジョニング用のサービスロールAWS 
CloudFormation (p. 226)。環境アカウント接続および環境アカウントを使用する場合は、選択した環境
アカウントにロールを作成します。詳細については、1 つのアカウントに環境を作成し、別のアカウント
でプロビジョニングします。 (p. 142) および 環境アカウント接続 (p. 157) を参照してください。

このサービスロールをどのように提供し、誰がロールを引き受けるかは、環境のプロビジョニング方法に
よって異なります。

• AWS-マネージドプロビジョニング — 環境の作成時に直接ロールを提供するかAWS Proton、アカウン
ト接続を通じて間接的にロールを付与します。 AWS Proton関連するアカウントでの役割を引き受け、
環境とサービスインフラストラクチャをプロビジョニングします。
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• 自己管理型プロビジョニング — プルリクエスト (PR) によってプロビジョニングアクションがトリガー
されたときに、適切な認証情報を使用して適切な役割を担うようにプロビジョニングオートメーショ
ンを設定するのはユーザーの責任です。 GitHub ロールを引き受けるアクションの例については、アク
ションの「AWS認証情報の設定」 GitHub アクションドキュメントの「ロールを引き受ける」 を参照し
てください。

プロビジョニング方法の詳細については、「」を参照してくださいthe section called “プロビジョニングの
方法” (p. 23)。

環境の作成
AWS Proton環境を作ることを学んでください。

AWS Proton環境は、次の 2 つのいずれかに指定します。

• 標準環境テンプレートを使用して、標準環境を作成、管理、およびプロビジョニングします。 AWS 
Protonお客様の環境に合わせてインフラストラクチャをプロビジョニングします。

• 顧客管理型の環境テンプレートを使用して、顧客が管理するインフラストラクチャConnectAWS 
Proton。外部で独自の共有リソースをプロビジョニングしAWS Proton、AWS Proton使用できるプロビ
ジョニング出力を提供します。

環境を作成する際には、いくつかのプロビジョニング方法のいずれかを選択できます。

• AWSマネージドプロビジョニング—単一のアカウント内で環境を作成、管理、およびプロビジョニング
できます。 AWS Proton環境をプロビジョニングします。

この方法でサポートされるのは、 CloudFormation インフラストラクチャコード (IaC) テンプレートのみ
です。

• AWS別のアカウントへのマネージドプロビジョニング — 単一の管理アカウントで、環境アカウント接
続を使用して別のアカウントにプロビジョニングされた環境を作成および管理します。 AWS Proton他
のアカウントに環境をプロビジョニングします。詳細については、1 つのアカウントに環境を作成し、
別のアカウントでプロビジョニングします。 (p. 142) および 環境アカウント接続 (p. 157) を参照し
てください。

この方法でサポートされるのは CloudFormation iAC テンプレートのみです。
• セルフマネージドプロビジョニング —AWS Proton 独自のプロビジョニングインフラストラクチャを備

えたリンクされたリポジトリにプロビジョニングプルリクエストを送信します。

この方法でサポートされるのは Terraform iAC テンプレートのみです。

AWSマネージドプロビジョニング (同じアカウントと別のアカウント) ではAWS Proton、リソースのプロ
ビジョニングを直接呼び出します。

セルフマネージドプロビジョニングでは、AWS Proton IaC エンジンがリソースのプロビジョニングに使用
するコンパイル済みの IaC ファイルを提供するプルリクエストを送ります。

詳細については、「the section called “プロビジョニングの方法” (p. 23)」、「the section called “テンプ
レートバンドル” (p. 31)」、および「the section called “環境スキーマ要件” (p. 95)」を参照してください。

トピック
• 同じアカウント内で標準環境を作成してプロビジョニングする (p. 141)
• 1 つのアカウントに環境を作成し、別のアカウントでプロビジョニングします。 (p. 142)
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• セルフマネージドプロビジョニングを使用して環境を作成およびプロビジョニングする (p. 145)

同じアカウント内で標準環境を作成してプロビジョニ
ングする
コンソールまたは AWS CLI を使用して、単一のアカウント内で環境を作成してプロビジョニングしま
す。プロビジョニングはによって管理されますAWS。

AWS Management Console

コンソールを使用して、単一のアカウント内で環境を作成してプロビジョニングします。

1. AWS Protonコンソールで、[環境] を選択します。
2. [Create environment] (環境の作成) を選択します。
3. [Choose an environment template] (環境テンプレートを選択する) ページでテンプレートを選択し

て [Configure] (設定) を選択します。
4. 環境設定ページの「プロビジョニング」セクションで、「AWSマネージドプロビジョニング」を

選択します。
5. 「デプロイアカウント」セクションで、「This」を選択しますAWS アカウント。
6. [Configure environment] (環境の設定) ページの [Environment settings] (環境設定) セクションで 

[Environment name] に環境名を入力します。
7. (オプション) この環境についての説明を入力します。
8. [Environment roles] (環境ロール) セクションで、AWS Protonの一部として作成したサービスロー

ルを選択しますAWS Protonサービスロールの設定 (p. 4)。
9. (オプション) コンポーネントロールセクションで、直接定義されたコンポーネントを環境内で実

行できるようにするサービスロールを選択し、プロビジョニングできるリソースの範囲を絞り込
みます。詳細については、「コンポーネント (p. 191)」を参照してください。

10. (オプション) [Tags] (タグ) セクションで [Add new tag] (新しいタグを追加) を選択し、キーと値を
入力してカスタマーマネージドタグを作成します。

11. [Next] (次へ) を選択します。
12. [Configure environment custom settings] (環境カスタム設定の構成) ページでは、required パラ

メータの値を入力する必要があります。optional パラメータの値を入力するか、表示されるデ
フォルト値を使用します。

13. [Next] (次へ) を選択して入力を見直します。
14. [Create] (作成) を選択します。

環境の詳細とステータス、ならびに環境に関する AWS マネージドタグとカスタマーマネージド
タグ。

15. ナビゲーションペインで [Environments] (環境) を選択します。

新しいページには、ステータスやその他の環境の詳細とともに環境のリストが表示されます。

AWS CLI

AWS CLI を使用して、単一のアカウント内で環境を作成してプロビジョニングします。

環境を作成するには、AWS Protonサービスロール (p. 226) ARN、仕様ファイルのパス、環境テンプ
レート ARN、メジャーバージョンとマイナーバージョン、および説明 (オプション) を指定します。

次の例は、環境テンプレートスキーマファイルで定義された 2YAML つの入力値を指定する書式付き
仕様ファイルを示しています。get-environment-template-minor-version コマンドを実行し
て、環境テンプレートスキーマを表示します。
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proton: EnvironmentSpec
spec: 
  my_sample_input: "the first" 
  my_other_sample_input: "the second"

次のコマンドを実行して、環境を作成します。

$ aws proton create-environment \ 
    --name "MySimpleEnv" \ 
    --template-name simple-env \ 
    --template-major-version 1 \ 
    --proton-service-role-arn "arn:aws:iam::123456789012:role/AWSProtonServiceRole" \ 
    --spec "file://env-spec.yaml"

レスポンス:

{ 
    "environment": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment/MySimpleEnv", 
        "createdAt": "2020-11-11T23:03:05.405000+00:00", 
        "deploymentStatus": "IN_PROGRESS", 
        "lastDeploymentAttemptedAt": "2020-11-11T23:03:05.405000+00:00", 
        "name": "MySimpleEnv", 
        "protonServiceRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ProtonServiceRole", 
        "templateName": "simple-env" 
    }
}

新しい環境を作成すると、次のコマンド例に示すようにAWSとカスタマーマネージドタグのリストが
表示されます。 AWS ProtonAWSマネージドタグを自動的に生成します。また、AWS CLI を使用し
て、カスタマー管理タグを変更および作成することもできます。詳細については、「AWS Protonリ
ソースとタグ付け (p. 260)」を参照してください。

コマンド:

$ aws proton list-tags-for-resource \ 
    --resource-arn "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment/MySimpleEnv"

1 つのアカウントに環境を作成し、別のアカウントで
プロビジョニングします。
コンソールまたは AWS CLI を使用して、別のアカウント内の環境インフラストラクチャをプロビジョニ
ングする管理アカウントに標準環境を作成します。プロビジョニングはによって管理されますAWS。

コンソールまたは CLI を使用する前に、以下のステップを完了します。

1. 管理および環境アカウントのAWS アカウント ID を特定して後ほど使用できるようにコピーします。
2. 環境アカウント内で、AWS Proton作成しようとする環境のための最小アクセス許可を持つサービス

ロールを作成します。詳細については、「AWS Protonを使用するプロビジョニング用のサービスロー
ルAWS CloudFormation (p. 226)」を参照してください。
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AWS Management Console

コンソールを使用して、1 つのアカウントに環境を作成し、別のアカウントでプロビジョニン
グします。

1. 環境アカウント内で環境アカウント接続を作成し、それを使用して管理アカウントへの接続リク
エストを送信します。

a. AWS Protonコンソールのナビゲーションペインで [環境アカウント接続] を選択します。
b. [Environment account connections] (環境アカウント接続) ページで[Request to connect] (接続

のリクエスト) を選択します。

Note

[Environment account connection] (環境アカウント接続ページ) の見出しに挙がって
いるアカウント ID が、事前に識別された環境アカウント ID と一致することを確認
します。

c. [Request to connect] (接続のリクエスト) ページでの [Environment role] (環境ロール) セク
ションで [Existing service role] (既存のサービスロール) および環境用に作成したサービス
ロールの名前を選択します。

d. [管理アカウントへのConnect] セクションで、環境の管理アカウント ID と環境名を入力しま
すAWS Proton。後で使用できるように名前をコピーします。

e. ページの右下にある [Request to connect] (接続のリクエスト) を選択します。
f. リクエストは [Environment connections sent to a management account] (管理アカウントに

送信される環境接続) テーブルに [Pending] (保留中) として表示され、モーダルに管理アカウ
ントからのリクエストを受け入れる方法が示されます。

2. 管理アカウント内で、環境アカウントからの接続リクエストを受け入れ諾ます。

a. 管理アカウントにログインして、AWS Protonコンソールで [Environment account 
connections] (環境アカウント接続) を選択します。

b. [Environment account connections] (環境アカウント接続の) ページの [Environment account 
connection requests] (環境アカウント接続リクエスト) テーブルで、事前に識別された環境ア
カウント ID と一致する環境アカウント ID を持つ環境アカウント接続を選択します。

Note

[Environment account connection] (環境アカウント接続ページ) の見出しに挙がって
いるアカウント ID が、事前に識別された管理アカウント ID と一致することを確認
します。

c. [Accept] (承諾) を選択します。ステータスが [Pending] (保留中) から [Connected] (
3. 管理アカウント内で環境を作成します。

a. ナビゲーションペインで [Environment templates] (環境テンプレート) を選択します。
b. [Environment templates] (環境テンプレート) ページで [Create environment template] (環境テ

ンプレートを作成する) を選択します。
c. [Choose an environment template] (環境テンプレートを選択する) ページで環境テンプレート

を選択します。
d. 環境設定ページの「プロビジョニング」セクションで、「AWSマネージドプロビジョニン

グ」を選択します。
e. 「デプロイアカウント」セクションで、「AWS別のアカウント;」を選択します。
f. [Environment details] (環境の詳細) セクションで、環境アカウント接続と環境名を選択しま

す。
g. [Next] (次へ) を選択します。
h. フォームに必要な値を入力し、[Review and Create] (確認と作成) ページが表示されるまで 

[Next] (次へ) を選択します。
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i. 内容を見直して [Create environment] (環境を作成する) を選択します。

AWS CLI

AWS CLI を使用して、1 つのアカウントに環境を作成し、別のアカウントでプロビジョニングしま
す。

環境アカウント内で環境アカウント接続を作成し、次のコマンドを実行して接続をリクエストしま
す。

$ aws proton create-environment-account-connection \ 
    --environment-name "simple-env-connected" \ 
    --role-arn "arn:aws:iam::222222222222:role/service-role/env-account-proton-service-
role" \ 
    --management-account-id "111111111111"

レスポンス:

{ 
    "environmentAccountConnection": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:222222222222:environment-account-connection/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
        "environmentAccountId": "222222222222", 
        "environmentName": "simple-env-connected", 
        "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
        "lastModifiedAt": "2021-04-28T23:13:50.847000+00:00", 
        "managementAccountId": "111111111111", 
        "requestedAt": "2021-04-28T23:13:50.847000+00:00", 
        "roleArn": "arn:aws:iam::222222222222:role/service-role/env-account-proton-
service-role", 
        "status": "PENDING" 
    }
}

管理アカウント内で、次のコマンドを実行して、環境アカウント接続リクエストを受け入れます。

$ aws proton accept-environment-account-connection \ 
    --id "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"

レスポンス:

{ 
    "environmentAccountConnection": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:222222222222:environment-account-connection/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
        "environmentAccountId": "222222222222", 
        "environmentName": "simple-env-connected", 
        "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
        "lastModifiedAt": "2021-04-28T23:15:33.486000+00:00", 
        "managementAccountId": "111111111111", 
        "requestedAt": "2021-04-28T23:13:50.847000+00:00", 
        "roleArn": "arn:aws:iam::222222222222:role/service-role/env-account-proton-
service-role", 
        "status": "CONNECTED" 
    }
}

次のコマンドを実行して、環境アカウント接続を表示します。
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$ aws proton get-environment-account-connection \ 
    --id "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"

レスポンス:

{ 
    "environmentAccountConnection": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:222222222222:environment-account-connection/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
        "environmentAccountId": "222222222222", 
        "environmentName": "simple-env-connected", 
        "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
        "lastModifiedAt": "2021-04-28T23:15:33.486000+00:00", 
        "managementAccountId": "111111111111", 
        "requestedAt": "2021-04-28T23:13:50.847000+00:00", 
        "roleArn": "arn:aws:iam::222222222222:role/service-role/env-account-proton-
service-role", 
        "status": "CONNECTED" 
    }
}

管理アカウント内で、次のコマンドを実行して環境を作成します。

$ aws proton create-environment \ 
    --name "simple-env-connected" \ 
    --template-name simple-env-template \ 
    --template-major-version "1" \ 
    --template-minor-version "1" \ 
    --spec "file://simple-env-template/specs/original.yaml" \ 
    --environment-account-connection-id "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"

レスポンス:

{ 
    "environment": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:111111111111:environment/simple-env-
connected", 
        "createdAt": "2021-04-28T23:02:57.944000+00:00", 
        "deploymentStatus": "IN_PROGRESS", 
        "environmentAccountConnectionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
        "environmentAccountId": "222222222222", 
        "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-28T23:02:57.944000+00:00", 
        "name": "simple-env-connected", 
        "templateName": "simple-env-template" 
    }
}

セルフマネージドプロビジョニングを使用して環境を
作成およびプロビジョニングする
セルフマネージドプロビジョニングを使用する場合、AWS Proton独自のプロビジョニングインフラストラ
クチャを持つリンクされたリポジトリにプロビジョニングプルリクエストを送信します。プルリクエスト
は、AWSサービスを呼び出してインフラストラクチャをプロビジョニングする独自のワークフローを開始
します。
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セルフマネージド型プロビジョニングに関する考慮事項:

• 環境を作成する前に、セルフマネージドプロビジョニング用にリポジトリリソースディレクトリを設
定します。詳細については、「AWS ProtonInfrastructure as Code ファイル (p. 49)」を参照してくださ
い。

• 環境の作成後に、AWS Protonはインフラストラクチャプロビジョニングステータスに関する非同期通知
の受信を待ちます。プロビジョニングコードはAWS ProtonNotifyResourceStateChange API を使
用してこれらの非同期通知をに送信する必要がありますAWS Proton。

セルフマネージドプロビジョニングは、コンソールまたはを通して使用できますAWS CLI。以下に示して
いるのは、セルフマネージド型プロビジョニングを Terraform で使用する方法を示しています。

AWS Management Console

コンソールでセルフマネージドプロビジョニングを使用して Terraform 環境を作成します。

1. AWS Protonコンソールで、[環境] を選択します。
2. [Create environment] (環境の作成) を選択します。
3. [Choose an environment template] (環境テンプレートを選択する) ページで、Terraform テンプ

レートを選択して [Configure] (設定) を選択します。
4. 環境設定ページの「プロビジョニング」セクションで、「セルフマネージドプロビジョニング」

を選択します。
5. プロビジョニングリポジトリの詳細セクションでは、

a. プロビジョニングリポジトリをまだリンクしていない場合はAWS Proton (p. 202)、[新規リ
ポジトリ] を選択し、リポジトリプロバイダーのいずれかを選択してから、CodeStar接続用
にいずれかの接続を選択します。

Note

関連するリポジトリプロバイダーアカウントにまだ接続していない場合は、[
CodeStar 新しい接続を追加] を選択します。次に、接続を作成し、CodeStar 接続メ
ニューの横にある更新ボタンを選択します。これで、メニューで新しい接続を選択
できるようになります。

リポジトリを既にリンクしている場合はAWS Proton、[既存のリポジトリ] を選択します。
b. [リポジトリ名] で、リポジトリを選択します。ドロップダウンメニューには、既存リポジト

リの場合はリンクされたリポジトリが表示され、新規リポジトリの場合はプロバイダーアカ
ウントのリポジトリのリストが表示されます。

c. ブランチ名には、リポジトリブランチのいずれかを選択します。
6. [Environment Settings] (環境の設定) セクションで [Environment name] に環境名を入力します。
7. (オプション) この環境についての説明を入力します。
8. (オプション) [Tags] (タグ) セクションで [Add new tag] (新しいタグを追加) を選択し、キーと値を

入力してカスタマーマネージドタグを作成します。
9. [Next] (次へ) を選択します。
10. [Configure environment custom settings] (環境カスタム設定の構成) ページでは、required パラ

メータの値を入力する必要があります。optional パラメータの値を入力するか、表示されるデ
フォルト値を使用します。

11. [Next] (次へ) を選択して入力内容を見直します。
12. [Create] (作成) を選択してプルリクエストを送信します。

• プルリクエストを承認すると、デプロイが進行中になります。
• プルリクエストを拒否すると、環境の作成はキャンセルされます。
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• プルリクエストがタイムアウトになった場合、環境の作成は完了しません。
13. 環境の詳細とステータス、ならびに環境に関する AWS マネージドタグとカスタマーマネージド

タグ。
14. ナビゲーションペインで [Environments] (環境) を選択します。

新しいページには、ステータスやその他の環境の詳細とともに環境のリストが表示されます。

AWS CLI

セルフマネージドプロビジョニングを使用して環境を作成する場合、パラメータを追加
し、provisioningRepositoryProtonServiceRoleArnおよびパラメータを省略しま
す。environmentAccountConnectionId

を使用してセルフマネージドプロビジョニングで Terraform 環境を作成します。AWS CLI

1. 環境を作成し、見直しと承認の対象としてリポジトリにプルリクエストを送信します。

次の例は、環境テンプレートスキーマファイルに基づいて 2YAML つの入力値を定義する書式付
き仕様ファイルを示しています。get-environment-template-minor-version コマンドを
実行して、環境テンプレートスキーマを表示します。

仕様:

proton: EnvironmentSpec
spec: 
  ssm_parameter_value: "test"

次のコマンドを実行して、環境を作成します。

$ aws proton create-environment \ 
    --name "pr-environment" \ 
    --template-name "pr-env-template" \ 
    --template-major-version "1" \ 
    --provisioning-repository="branch=main,name=myrepos/env-repo,provider=GITHUB" \ 
    --spec "file://env-spec.yaml"

レスポンス:>

{ 
    "environment": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment/pr-environment", 
        "createdAt": "2021-11-18T17:06:58.679000+00:00", 
        "deploymentStatus": "IN_PROGRESS", 
        "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-11-18T17:06:58.679000+00:00", 
        "name": "pr-environment", 
        "provisioningRepository": { 
            "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:repository/
github:myrepos/env-repo", 
            "branch": "main", 
            "name": "myrepos/env-repo", 
            "provider": "GITHUB" 
        }, 
        "templateName": "pr-env-template" 
    }

2. リクエストを見直します。

• リクエストを承認すると、プロビジョニングが進行中になります。
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• リクエストを拒否すると、環境の作成はキャンセルされます。
• プルリクエストがタイムアウトになった場合、環境の作成は完了しません。

3. にプロビジョニングステータスを非同期で提供しますAWS Proton。次の例では、AWS Protonプ
ロビジョニングが成功したことを通知します。

$ aws proton notify-resource-deployment-status-change \ 
    --resource-arn "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment/pr-
environment" \ 
    --status "SUCCEEDED"

環境データを表示する
AWS Protonコンソールまたはを使用して、環境の詳細データを表示できますAWS CLI。

AWS Management Console

AWS Protonコンソールを使用して、詳細を含む環境のリストと、詳細データデータを含む個々の環境
のリストを表示できます。

1. 環境のリストを表示するには、ナビゲーションペインで [Environments] (環境) を選択します。
2. 詳細データを表示するには、環境の名前を選択します。

環境の詳細データを表示します。

AWS CLI

AWS CLI を使用して環境の詳細を取得または一覧表示します。

次のコマンドを実行します。

$ aws proton get-environment \ 
    --name "MySimpleEnv"

レスポンス:

{ 
    "environment": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment/MySimpleEnv", 
        "createdAt": "2020-11-11T23:03:05.405000+00:00", 
        "deploymentStatus": "SUCCEEDED", 
        "lastDeploymentAttemptedAt": "2020-11-11T23:03:05.405000+00:00", 
        "lastDeploymentSucceededAt": "2020-11-11T23:03:05.405000+00:00", 
        "name": "MySimpleEnv", 
        "protonServiceRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ProtonServiceRole", 
        "spec": "proton: EnvironmentSpec\nspec:\n  my_sample_input: \"the first\"\n  
 my_other_sample_input: \"the second\"\n", 
        "templateMajorVersion": "1", 
        "templateMinorVersion": "0", 
        "templateName": "simple-env" 
    }
}
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環境を更新する
AWS Proton環境が環境アカウント接続に関連付けられている場合、protonServiceRoleArn環境アカウ
ント接続を更新または接続するためのパラメータを更新したり含めたりしないでください。

新しい環境アカウント接続に更新できるのは、次の両方に当てはまる場合にのみです。

• 環境アカウント接続は、現在の環境アカウント接続が作成されたのと同じ環境アカウントで作成されま
した。

• >環境アカウント接続は、現在の環境に関連付けられています。

環境が環境アカウント接続に関連付けられていない場合、environmentAccountConnectionId パラ
メータを更新したり含めたりしないでください。

environmentAccountConnectionId または protonServiceRoleArn のパラメータと値を更新でき
ます。両方を更新することはできません。

ご使用の環境でセルフマネージドプロビジョニングを使用している場合は、パラメータを更新した
り、provisioning-repositoryenvironmentAccountConnectionIdprotonServiceRoleArnお
よびパラメータを省略したりしないでください。

環境を更新しようとする場合、以下に挙げるように 4 つのモードがあります。AWS CLI を使用する際に
は、deployment-type フィールドでモードを定義します。コンソールを使用する場合、これらのモー
ドは [Actions] (アクション) ドロップダウンリストに表示される [Edit] (編集) 、[Update] (更新)、[Update 
minor] (マイナー更新) 、および [Update major] (メジャー更新) にマップされます。

NONE

このモードでは、デプロイは発生しません。リクエストしたメタデータパラメータのみが更新されま
す。

CURRENT_VERSION

このモードでは、指定した新しい仕様で環境がデプロイされ更新されます。リクエストしたパラメー
タのみが更新されます。この deployment-type を使用する場合、マイナーバージョンまたはメ
ジャーバージョンのパラメータを含めないでください。

MINOR_VERSION

このモードでは、環境がデプロイされ、デフォルトで使用中の現在のメジャーバージョンの公開され
推奨される (最新の) マイナーバージョンで更新されます。また、使用中の現在のメジャーバージョン
について別のマイナーバージョンを指定することもできます。

MAJOR_VERSION

このモードでは、環境がデプロイされ、デフォルトで現在のテンプレートの公開され推奨される (最新
の) メジャーとマイナーバージョンで更新されます。使用中のメジャーバージョンやマイナーバージョ
ン (オプション) よりも高いメジャーバージョンも指定できます。

トピック
• AWSマネージドプロビジョニング環境の更新 (p. 150)
• セルフマネージド型プロビジョニング環境を更新 (p. 152)
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• 進行中の環境デプロイをキャンセルする (p. 154)

AWSマネージドプロビジョニング環境の更新
標準プロビジョニングは AWS CloudFormation でプロビジョニングする環境によってのみサポートされま
す。

コンソールまたは AWS CLI を使用して環境を更新します。

AWS Management Console

以下に示す手順に従って、コンソールで環境を更新します。

1. 次の 2 つのステップのうちの 1 つを選択します。

a. 環境のリストで、以下の操作をします。

i. AWS Protonコンソールで、[環境] を選択します。
ii. 環境のリストで、更新したい環境の左にあるラジオボタンを選択します。

b. コンソール環境の詳細ページで以下の操作をします。

i. AWS Protonコンソールで、[環境] を選択します。
ii. 環境のリストで、更新したい環境の名前を選択します。

2. 次の 4 つのステップのいずれかを選択して環境を更新します。

a. 環境デプロイを要求しない編集を加えるには

i. たとえば、説明を変更するには、次のように操作します。

[Edit] (編集) を選択します。
ii. フォームに必要な値を入力して [Next] (次へ) を選択します。
iii. 編集内容を見直して [Update] (更新) を選択します。

b. メタデータ入力のみを更新するには

i. [Actions] (アクション) を選択してから [Update] (更新) を選択します。
ii. フォームに必要な値を入力して [Edit] (編集) を選択します。
iii. フォームに必要な値を入力し、[Review] (確認) ページが表示されるまで [Next] (次へ) を

選択します。
iv. 更新内容を見直して [Update] (更新) を選択します。

c. 環境テンプレートの新しいマイナーバージョンを更新するには

i. [Actions] (アクション) を選択してから [Update minor] (マイナー更新) を選択します。
ii. フォームに必要な値を入力して [Next] (次へ) を選択します。
iii. フォームに必要な値を入力し、[Review] (確認) ページが表示されるまで [Next] (次へ) を

選択します。
iv. 更新内容を見直して [Update] (更新) を選択します。

d. 環境テンプレートの新しいメジャーバージョンを更新するには

i. [Actions] (アクション) を選択してから [Update major] (メジャー更新) を選択します。
ii. フォームに必要な値を入力して [Next] (次へ) を選択します。
iii. フォームに必要な値を入力し、[Review] (確認) ページが表示されるまで [Next] (次へ) を

選択します。
iv. 更新内容を見直して [Update] (更新) を選択します。
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AWS CLI

AWS ProtonAWS CLIを使用して環境を新しいマイナーバージョンに更新します。

次のコマンドを入力して環境を更新します。

$ aws proton update-environment \ 
        --name "MySimpleEnv" \ 
        --deployment-type "MINOR_VERSION" \ 
        --template-major-version "1" \ 
        --template-minor-version "1" \ 
        --proton-service-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/service-
role/ProtonServiceRole \ 
        --spec "file:///spec.yaml"

レスポンス:

{ 
    "environment": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment/MySimpleEnv", 
        "createdAt": "2021-04-02T17:29:55.472000+00:00", 
        "deploymentStatus": "IN_PROGRESS",         
        "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-02T17:48:26.307000+00:00", 
        "lastDeploymentSucceededAt": "2021-04-02T17:29:55.472000+00:00", 
        "name": "MySimpleEnv", 
        "protonServiceRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
ProtonServiceRole", 
        "templateMajorVersion": "1", 
        "templateMinorVersion": "0", 
        "templateName": "simple-env" 
    }
}

次のコマンドを実行して、ステータスを取得して確認します。

$ aws proton get-environment \ 
        --name "MySimpleEnv"

レスポンス:

{ 
    "environment": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment/MySimpleEnv", 
        "createdAt": "2021-04-02T17:29:55.472000+00:00", 
        "deploymentStatus": "SUCCEEDED", 
        "environmentName": "MySimpleEnv", 
        "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-02T17:48:26.307000+00:00", 
        "lastDeploymentSucceededAt": "2021-04-02T17:48:26.307000+00:00", 
        "protonServiceRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
ProtonServiceRole", 
        "spec": "proton: EnvironmentSpec\n\nspec:\n  my_sample_input: hello\n  
 my_other_sample_input: everybody\n", 
        "templateMajorVersion": "1", 
        "templateMinorVersion": "1", 
        "templateName": "simple-env" 
    }
}
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セルフマネージド型プロビジョニング環境を更新
セルフマネージド型プロビジョニングは Terraform でプロビジョニングする環境によってのみサポートさ
れます。

コンソールまたは AWS CLI を使用して環境を更新します。

AWS Management Console

以下に示す手順に従って、コンソールで環境を更新します。

1. 次の 2 つのステップのうちの 1 つを選択します。

a. 環境のリストで、以下の操作をします。

i. AWS Protonコンソールで、[環境] を選択します。
ii. 環境のリストで、更新したい環境テンプレートの左にあるラジオボタンを選択します。

b. コンソール環境の詳細ページで以下の操作をします。

i. AWS Protonコンソールで、[環境] を選択します。
ii. 環境のリストで、更新したい環境の名前を選択します。

2. 次の 4 つのステップのいずれかを選択して環境を更新します。

a. 環境デプロイを要求しない編集を加えるには

i. たとえば、説明を変更するには、次のように操作します。

[Edit] (編集) を選択します。
ii. フォームに必要な値を入力して [Next] (次へ) を選択します。
iii. 編集内容を見直して [Update] (更新) を選択します。

b. メタデータ入力のみを更新するには

i. [Actions] (アクション) を選択してから [Update] (更新) を選択します。
ii. フォームに必要な値を入力して [Edit] (編集) を選択します。
iii. フォームに必要な値を入力し、[Review] (確認) ページが表示されるまで [Next] (次へ) を

選択します。
iv. 更新内容を見直して [Update] (更新) を選択します。

c. 環境テンプレートの新しいマイナーバージョンを更新するには

i. [Actions] (アクション) を選択してから [Update minor] (マイナー更新) を選択します。
ii. フォームに必要な値を入力して [Next] (次へ) を選択します。
iii. フォームに必要な値を入力し、[Review] (確認) ページが表示されるまで [Next] (次へ) を

選択します。
iv. 更新内容を見直して [Update] (更新) を選択します。

d. 環境テンプレートの新しいメジャーバージョンを更新するには

i. [Actions] (アクション) を選択してから [Update major] (メジャー更新) を選択します。
ii. フォームに必要な値を入力して [Next] (次へ) を選択します。
iii. フォームに必要な値を入力し、[Review] (確認) ページが表示されるまで [Next] (次へ) を

選択します。
iv. 更新内容を見直して [Update] (更新) を選択します。
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AWS CLI

を使用してセルフマネージドプロビジョニングで Terraform 環境を新しいマイナーバージョン
に更新します。AWS CLI

1. 次のコマンドを入力して環境を更新します。

$ aws proton update-environment \ 
    --name "pr-environment" \ 
    --deployment-type "MINOR_VERSION" \ 
    --template-major-version "1" \ 
    --template-minor-version "1" \ 
    --provisioning-repository "branch=main,name=myrepos/env-repo,provider=GITHUB" \ 
    --spec "file://env-spec-mod.yaml"

レスポンス:

{ 
    "environment": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment/pr-environment", 
        "createdAt": "2021-11-18T21:09:15.745000+00:00", 
        "deploymentStatus": "IN_PROGRESS", 
        "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-11-18T21:25:41.998000+00:00", 
        "lastDeploymentSucceededAt": "2021-11-18T21:09:15.745000+00:00", 
        "name": "pr-environment", 
        "provisioningRepository": { 
            "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:repository/
github:myrepos/env-repo", 
            "branch": "main", 
            "name": "myrepos/env-repo", 
            "provider": "GITHUB" 
        }, 
        "templateMajorVersion": "1", 
        "templateMinorVersion": "0", 
        "templateName": "pr-env-template" 
    }
}

2. 次のコマンドを実行して、ステータスを取得して確認します。

$ aws proton get-environment \ 
    --name "pr-environment"

レスポンス:

{ 
    "environment": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment/pr-environment", 
        "createdAt": "2021-11-18T21:09:15.745000+00:00", 
        "deploymentStatus": "SUCCEEDED", 
        "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-11-18T21:25:41.998000+00:00", 
        "lastDeploymentSucceededAt": "2021-11-18T21:25:41.998000+00:00", 
        "name": "pr-environment", 
        "provisioningRepository": { 
            "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:repository/
github:myrepos/env-repo", 
            "branch": "main", 
            "name": "myrepos/env-repo", 
            "provider": "GITHUB" 
        }, 
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        "spec": "proton: EnvironmentSpec\nspec:\n   ssm_parameter_value: \"test\"\n 
 ssm_another_parameter_value: \"update\"\n", 
        "templateMajorVersion": "1", 
        "templateMinorVersion": "1", 
        "templateName": "pr-env-template" 
    }
}

3. AWS Protonによって送信されたプルリクエストを見直します。

• リクエストを承認すると、プロビジョニングが進行中になります。
• リクエストを拒否すると、環境の作成はキャンセルされます。
• プルリクエストがタイムアウトになった場合、環境の作成は完了しません。

4. プロビジョニングステータスをAWS Protonに提供します。

$ aws proton notify-resource-deployment-status-change \ 
    --resource-arn "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment/pr-
environment" \ 
    --status "SUCCEEDED"

進行中の環境デプロイをキャンセルする
deploymentStatusがにある場合は、環境更新デプロイをキャンセルできますIN_PROGRESS。 AWS 
Protonデプロイのキャンセルを試みます。正常にキャンセルされる保証はありません。

更新のデプロイをキャンセルすると、AWS Proton次の手順に示すようにデプロイをキャンセルしようとし
ます。

AWS-managedAWS Proton プロビジョニングでは、次の処理を行います。

• デプロイの状態を CANCELLING に設定します。
• 進行中のデプロイを停止し、IN_PROGRESS の際にデプロイによって作成された新しいリソースを削除

します。
• デプロイの状態を CANCELLED に設定します。
• リソースの状態をデプロイが開始される前の状態に戻します。

AWS Protonセルフマネージドプロビジョニングでは、次の処理を行います。

• リポジトリに変更をマージしないように、プルリクエストを閉じようとします。
• プルリクエストが正常に閉じた場合、デプロイの状態を CANCELLED に設定します。

環境デプロイをキャンセルする方法については、AWS ProtonAPI CancelEnvironmentDeploymentリファレ
ンスのを参照してください。

コンソールまたは CLI を使用して、進行中の環境をキャンセルできます。

AWS Management Console

以下に示す手順に従って、コンソールで環境更新デプロイをキャンセルします。

1. AWS Protonコンソールのナビゲーションペインで [環境] を選択します。
2. 環境のリストで、デプロイの更新をキャンセルしたい環境の名前を選択します。
3. 更新のデプロイステータスが [In progress] (進行中) の場合、環境の詳細ページで [Action] (アク

ション) を選択してから [Cancel deployment] (デプロイをキャンセル) を選択します。
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4. キャンセルの確認を求めるプロンプトが表示されます。[Cancel deployment] (デプロイをキャン
セル) を選択します。

5. 更新のデプロイステータスが [Cancelling] (キャンセル中) に変わり、キャンセルが完了すると
[Cancelled] (キャンセル済み) に変わります。

AWS CLI

を使用して新しいマイナーバージョン 2AWS ProtonAWS CLI への IN_PROGRESS 環境更新デプロイ
をキャンセルします。

この例で使用するテンプレートには待機条件が含まれており、更新のデプロイが成功する前にキャン
セルが開始されます。

次のコマンドを実行して更新をキャンセルします。

$ aws proton cancel-environment-deployment \ 
        --environment-name "MySimpleEnv"

レスポンス:

{ 
    "environment": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment/MySimpleEnv", 
        "createdAt": "2021-04-02T17:29:55.472000+00:00", 
        "deploymentStatus": "CANCELLING", 
        "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-02T18:15:10.243000+00:00", 
        "lastDeploymentSucceededAt": "2021-04-02T17:48:26.307000+00:00", 
        "name": "MySimpleEnv", 
        "protonServiceRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
ProtonServiceRole", 
        "spec": "proton: EnvironmentSpec\n\nspec:\n  my_sample_input: hello\n  
 my_other_sample_input: everybody\n", 
        "templateMajorVersion": "1", 
        "templateMinorVersion": "1", 
        "templateName": "simple-env" 
    }
}

次のコマンドを実行して、ステータスを取得して確認します。」

$ aws proton get-environment \ 
        --name "MySimpleEnv"

レスポンス:

{ 
    "environment": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment/MySimpleEnv", 
        "createdAt": "2021-04-02T17:29:55.472000+00:00", 
        "deploymentStatus": "CANCELLED", 
        "deploymentStatusMessage": "User initiated cancellation.", 
        "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-02T18:15:10.243000+00:00", 
        "lastDeploymentSucceededAt": "2021-04-02T17:48:26.307000+00:00", 
        "name": "MySimpleEnv", 
        "protonServiceRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
ProtonServiceRole", 
        "spec": "proton: EnvironmentSpec\n\nspec:\n  my_sample_input: hello\n  
 my_other_sample_input: everybody\n", 
        "templateMajorVersion": "1", 
        "templateMinorVersion": "1", 
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        "templateName": "simple-env" 
    }
}

環境を削除する
AWS Proton環境は、AWS Protonコンソールまたはを使用して削除できますAWS CLI。

Note

関連するコンポーネントがある環境は削除できません。このような環境を削除するには、まず環
境内で実行されているすべてのコンポーネントを削除する必要があります。コンポーネントの詳
細については、「コンポーネント (p. 191)」を参照してください。

AWS Management Console

次の 2 つのオプションで説明するように、コンソールを使用して環境を削除します。

環境のリストで、以下の操作をします。

1. AWS Protonコンソールで、[環境] を選択します。
2. 環境のリストで、削除したい環境の左にあるラジオボタンを選択します。
3. [Actions] (アクション) を選択してから [Delete] (削除) を選択します。
4. モーダルから Delete アクションの確認を求めるプロンプトが表示されます。
5. 指示に従って操作し、[Yes, delete] (はい、削除します) を選択します。

環境の詳細ページで以下の操作をします。

1. AWS Protonコンソールで、[環境] を選択します。
2. 環境のリストで、削除したい環境の名前を選択します。
3. 関豹の詳細ページで [Actions] (アクション) を選択してから [Delete] (削除) を選択します。
4. モーダルから Delete することを確認するプロンプトが表示されます。
5. 指示に従って操作し、[Yes, delete] (はい、削除します) を選択します。

AWS CLI

AWS CLI を使用して環境を削除します。

サービスまたはサービスインスタンスが環境にデプロイされている場合、環境を削除しないでくださ
い。

次のコマンドを実行します。

$ aws proton delete-environment \ 
    --name "MySimpleEnv"

レスポンス:

{ 
    "environment": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment/MySimpleEnv", 
        "createdAt": "2021-04-02T17:29:55.472000+00:00", 
        "deploymentStatus": "DELETE_IN_PROGRESS", 
        "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-02T17:48:26.307000+00:00", 
        "lastDeploymentSucceededAt": "2021-04-02T17:48:26.307000+00:00", 
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        "name": "MySimpleEnv", 
        "protonServiceRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ProtonServiceRole", 
        "templateMajorVersion": "1", 
        "templateMinorVersion": "1", 
        "templateName": "simple-env" 
    }
}

環境アカウント接続
概要

1AWS Proton つのアカウントで環境を作成および管理し、別のアカウントでインフラストラクチャリソー
スをプロビジョニングする方法について説明します。これにより、可視性と効率性が大幅に向上します。
環境アカウント接続では、AWS CloudFormation Infrastructure as Code を含む標準プロビジョニングのみ
がサポートされます。

Note

このトピックの情報は、AWSマネージドプロビジョニングで構成された環境に関するもので
す。セルフマネージドプロビジョニングで構成された環境では、AWS Protonインフラストラク
チャを直接プロビジョニングしません。代わりに、プルリクエスト (PR) をリポジトリに送信して
プロビジョニングします。オートメーションコードに正しい ID と役割が割り当てられていること
を確認するのは、ユーザーの責任です。
プロビジョニング方法の詳細については、「」を参照してくださいthe section called “プロビジョ
ニングの方法” (p. 23)。

専門用語
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AWS Proton環境アカウント接続では、1AWS Proton つのアカウントから環境を作成し、そのインフラス
トラクチャを別のアカウントにプロビジョニングできます。

管理アカウント

管理者として、AWS Proton別の環境アカウントにインフラストラクチャリソースをプロビジョニング
する環境を作成する単一アカウントです。

環境アカウント

AWS Proton別のアカウント内で環境を作成した際に環境インフラストラクチャがプロビジョニングさ
れるアカウント。

環境アカウント接続

管理アカウントと環境アカウントの間をつなぐセキュアな双方向接続。次のセクションで詳しく説明
するように、認可とアクセス許可が維持されます。

特定のリージョン内の環境アカウントに環境アカウント接続を作成すると、特定のリージョン内の管理ア
カウントのみが環境アカウント接続を表示および使用できます。つまり、AWS Proton管理アカウントで作
成される環境と環境アカウントにプロビジョニングされる環境インフラストラクチャは、同じリージョン
内に存在する必要があるということです。

環境アカウントの接続に関する考慮事項

• 環境アカウントでプロビジョニングする環境ごとに環境アカウント接続が必要です。
• 環境アカウント接続クォータの詳細については、「AWS Proton のクォータ (p. 267)」を参照してくだ

さい。

タグ付け

環境アカウントで、コンソールまたはを使用して、環境アカウント接続のカスタマーマネージドタグを表
示および管理します。カスタマーマネージドタグを表示および管理します。AWS CLI AWS環境アカウン
ト接続の場合、マネージドタグは生成されません。詳細については、「タグ付け (p. 260)」を参照してく
ださい。

1 つのアカウントに環境を作成し、別のアカウントで
そのインフラストラクチャをプロビジョニングしま
す。
単一の管理アカウントから環境を作成してプロビジョニングするには、作成しようとする環境のための環
境アカウントを設定します。

環境アカウント内で起動して接続を作成します。

環境アカウント内で、AWS Proton環境インフラストラクチャリソースのプロビジョニングに必要なアクセ
ス許可のみにスコープダウンされたサービスロールを作成します。詳細については、「AWS Protonを使用
するプロビジョニング用のサービスロールAWS CloudFormation (p. 226)」を参照してください。

次いで、環境アカウント接続リクエストを作成して管理アカウントに送信します。リクエストを受け入れ
るとAWS Proton、関連付けられた環境アカウントで環境リソースのプロビジョニングを許可する関連付け
られた IAM ロールを使用できるようになります。

管理アカウント内で、環境アカウント接続を受け入れるか拒否します。

管理アカウント内で、環境アカウント接続リクエストを受け入れるか拒否します。管理アカウントから環
境アカウント接続を削除することはできません。
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リクエストを受け入れると、AWS Protonは、関連付けられた環境アカウントでリソースのプロビジョニン
グを許可する関連付けられた IAM ロールを使用できるようになります。

環境インフラストラクチャリソースは、関連付けられた環境アカウントにプロビジョニングされます。ご
使用の環境とそのインフラストラクチャリソースにアクセスして管理できるのは、ご自身の管理アカウン
トからAWS Proton API を使用する場合のみです。詳細については、1 つのアカウントに環境を作成し、別
のアカウントでプロビジョニングします。 (p. 142) および 環境を更新する (p. 149) を参照してくださ
い。

リクエストを拒否した後は、拒否した環境アカウント接続を受け入れたり使用することはできません。

Note

環境に接続されている環境アカウント接続を拒否することはできません。環境アカウント接続を
拒否するには、まず関連付けられた環境を削除する必要があります。

環境アカウント内で、プロビジョニングされたインフラストラクチャリソースにアクセスします。

環境アカウント内で、プロビジョニングされたインフラストラクチャリソースの表示やアクセスが可能で
す。たとえば、 CloudFormation API アクションを使用して、必要に応じてスタックをモニタリングおよび
クリーンアップできます。AWS ProtonAPI アクションを使用して、AWS Protonインフラストラクチャリ
ソースのプロビジョニングに使用した環境にアクセスしたり管理したりすることはできません。

環境アカウント内で作成した環境アカウント接続を環境アカウント内で削除できます。受け入れも拒
否もできません。環境によって使用されている環境アカウント接続を削除した場合、AWS ProtonAWS 
Proton環境アカウントと名前付き環境のための新しい環境接続が受け入れられるまで、環境インフラスト
ラクチャリソースを管理できなくなります。プロビジョニングされて環境接続がないまま残っているリ
ソースをクリーンアップする責任があります。

コンソールまたは CLI を使用して環境アカウント接続
を管理する
コンソールまたは CLI を使用して、環境アカウント接続を作成および管理できます。

AWS Management Console

コンソールを使用して環境アカウント接続を作成し、次の手順に示すように管理アカウントに
リクエストを送信します。

1. 管理アカウント内で作成する予定の環境の名前を決めるか、または環境アカウント接続を必要と
する既存の環境の名前を選択します。

2. 環境アカウント内のAWS Protonコンソールでナビゲーションペインにある [Environment account 
connections] (環境アカウント接続) を選択します。

3. [Environment account connections] (環境アカウント接続) ページで[Request to connect] (接続のリ
クエスト) を選択します。

Note

[Environment account connection] (環境アカウント接続ページ) の見出しに挙がっている
アカウント ID を確認します。名前付き環境をプロビジョニングする環境アカウントのア
カウント ID と一致していることを確認します。

4. [Request to connect] (接続のリクエスト) ページで以下の操作をします。

a. [Connect to management account] (管理アカウントに接続する) セクションで [Management 
account ID] と [Environment name] にステップ 1 で入力した管理アカウント ID と環境名を入
力します。
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b. [Environment role] (環境ロール) セクションで [New service role] (新しいサービスロール) を
選択すると、AWS Proton新しいロールが自動的に作成されます。または、[Existing service 
role] (既存のサービスロール) と以前に作成したサービスロールの名前を選択します。

Note

AWS Proton自動的に作成されるロールは、幅広いアクセス許可を持つもので
す。ロールをスコープダウンして、環境インフラストラクチャリソースのプロ
ビジョニングに必要なアクセス許可のみにすることをお勧めします。詳細につ
いては、「AWS Protonを使用するプロビジョニング用のサービスロールAWS 
CloudFormation (p. 226)」を参照してください。

c. (オプション) [Tags] (タグ) セクションで、[Add new tags] (新しいタグを追加) を選択して、
環境アカウント接続用のカスタマーマネージドタグを作成します。

d. [Request to connect] (接続のリクエスト)を選択します。
5. リクエストは [Environment connections sent to a management account] (管理アカウントに送信

される環境接続) テーブルに [Pending] (保留中) として表示され、モーダルを見ると管理アカウン
トからのリクエストを受け入れる方法がわかります。

環境アカウント接続リクエストを受け入れるか拒否します。

1. AWS Proton管理アカウントのコンソールで、ナビゲーションペインで [環境アカウント接続] を選
択します。

2. [Environment account connections] (環境アカウント接続) ページの [Environment account 
connection requests] (環境アカウント接続リクエスト) テーブルで、承諾または拒否する環境接続
リクエストを選択します。

Note

[Environment account connection] (環境アカウント接続ページ) の見出しに挙がっている
アカウント ID を確認します。拒否する環境アカウント接続に関連付けられている管理ア
カウントのアカウント ID と一致していることを確認します。この環境アカウント接続を
拒否した後は、拒否した環境アカウント接続の受け入れや使用はできません。

3. [Reject] (拒否) または [Accept] (承諾) を選択します。

• [Reject] (拒否) を選択した場合、ステータスが [Pending] (保留中) から [Rejected] (拒否) に変わ
ります。

• [Accept] (承諾) を選択した場合、ステータスが [Pending] (保留中) から [Connected] (接続済み) 
に変わります。

環境アカウント接続を削除します。

1. 環境アカウント内のAWS Protonコンソールでナビゲーションペインにある [Environment account 
connections] (環境アカウント接続) を選択します。

Note

[Environment account connection] (環境アカウント接続ページ) の見出しに挙がっている
アカウント ID を確認します。拒否する環境アカウント接続に関連付けられている管理ア
カウントのアカウント ID と一致していることを確認します。この環境アカウントを削除
すると、環境アカウント内の環境インフラストラクチャリソースを管理AWS Protonでき
なくなります。管理できるのは、環境アカウントと名前付き環境のための新しい環境ア
カウント接続が管理アカウントによって受け入れられた後のみです。

2. [Environment account connections] (環境アカウント接続) ページで [Sent requests to connect to 
management account] (管理アカウントに送信した接続リクエスト) セクションで、[Delete] (削除) 
を選択します。
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3. モーダルから Delete することを確認するプロンプトが表示されます。[Delete] (削除) を選択しま
す。

AWS CLI

管理アカウント内で作成する予定の環境の名前を決めるか、または環境アカウント接続を必要とする
既存の環境の名前を選択します。

環境アカウント内で環境アカウントを作成します。

次のコマンドを実行します。

$ aws proton create-environment-account-connection \ 
    --environment-name "simple-env-connected" \ 
    --role-arn "arn:aws:iam::222222222222:role/service-role/env-account-proton-service-
role" \ 
    --management-account-id "111111111111"

レスポンス:

{ 
    "environmentAccountConnection": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:222222222222:environment-account-connection/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
        "environmentAccountId": "222222222222", 
        "environmentName": "simple-env-connected", 
        "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
        "lastModifiedAt": "2021-04-28T23:13:50.847000+00:00", 
        "managementAccountId": "111111111111", 
        "requestedAt": "2021-04-28T23:13:50.847000+00:00", 
        "roleArn": "arn:aws:iam::222222222222:role/service-role/env-account-proton-
service-role", 
        "status": "PENDING" 
    }
}

次のコマンドとレスポンスに示すように、管理アカウント内で環境アカウント接続を承認または拒否
します。

Note

この環境アカウント接続を拒否すると、拒否した環境アカウント接続の受け入れや使用はで
きなくなります。

[Reject] (拒否) を指定した場合、ステータスが [Pending] (保留中) から [Rejected] (拒否) に変わりま
す。

[Accept] (承諾) を指定した場合、ステータスが [Pending] (保留中) から [Connected] (接続済み) に変わ
ります。

次のコマンドを実行して、環境アカウント接続を受け入れます。

$ aws proton accept-environment-account-connection \ 
    --id "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"

レスポンス:

{ 
    "environmentAccountConnection": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:222222222222:environment-account-connection/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
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        "environmentAccountId": "222222222222", 
        "environmentName": "simple-env-connected", 
        "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
        "lastModifiedAt": "2021-04-28T23:15:33.486000+00:00", 
        "managementAccountId": "111111111111", 
        "requestedAt": "2021-04-28T23:13:50.847000+00:00", 
        "roleArn": "arn:aws:iam::222222222222:role/service-role/env-account-proton-
service-role", 
        "status": "CONNECTED" 
    }
}

次のコマンドを実行して、環境アカウント接続を拒否します。

$ aws proton reject-environment-account-connection \ 
    --id "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"

レスポンス:

{ 
    "environmentAccountConnection": { 
        "arn": "arn:aws:proton:us-east-1:222222222222:environment-account-connection/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
        "status": "REJECTED", 
        "environmentAccountId": "222222222222", 
        "environmentName": "simple-env-reject", 
        "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
        "lastModifiedAt": "2021-04-28T23:13:50.847000+00:00", 
        "managementAccountId": "111111111111", 
        "requestedAt": "2021-04-28T23:13:50.847000+00:00", 
        "roleArn": "arn:aws:iam::222222222222:role/service-role/env-account-proton-
service-role" 
    }
}

環境アカウントの接続を表示します。 環境アカウント接続を取得または一覧表示できます。

次の get コマンドを実行します。

$ aws proton get-environment-account-connection \ 
    --id "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"

レスポンス:

{ 
    "environmentAccountConnection": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:222222222222:environment-account-connection/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
        "environmentAccountId": "222222222222", 
        "environmentName": "simple-env-connected", 
        "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
        "lastModifiedAt": "2021-04-28T23:15:33.486000+00:00", 
        "managementAccountId": "111111111111", 
        "requestedAt": "2021-04-28T23:13:50.847000+00:00", 
        "roleArn": "arn:aws:iam::222222222222:role/service-role/env-account-proton-
service-role", 
        "status": "CONNECTED" 
    }
}

環境アカウント内で環境アカウントを削除します。
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Note

この環境アカウントを削除した場合、AWS Proton環境アカウントと名前付き環境のための新
しい環境接続が受け入れられるまで、環境アカウント内の環境インフラストラクチャリソー
スを管理できなくなります。プロビジョニングされて環境接続がないまま残っているリソー
スをクリーンアップする責任があります。

次のコマンドを実行します。

$ aws proton delete-environment-account-connection \ 
    --id "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"

レスポンス:

{ 
    "environmentAccountConnection": { 
        "arn": "arn:aws:proton:us-east-1:222222222222:environment-account-connection/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
        "environmentAccountId": "222222222222", 
        "environmentName": "simple-env-connected", 
        "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
        "lastModifiedAt": "2021-04-28T23:13:50.847000+00:00", 
        "managementAccountId": "111111111111", 
        "requestedAt": "2021-04-28T23:13:50.847000+00:00", 
        "roleArn": "arn:aws:iam::222222222222:role/service-role/env-account-proton-
service-role", 
        "status": "CONNECTED" 
    }
}

顧客管理環境
顧客管理環境では、環境としてすでにデプロイしている VPC などの既存のインフラストラクチャを使用で
きます。AWS Proton顧客管理環境を使用しながら、外部に独自の共有リソースをプロビジョニングできま
すAWS Proton。ただし、サービスのデプロイ時に、AWS ProtonAWS Proton関連するプロビジョニング出
力をサービスの入力として使用することはできます。出力が変更される可能性がある場合は、AWS Proton
更新を受け入れることができます。 AWS Protonただし、プロビジョニングは外部で管理されるため、環
境を直接変更することはできませんAWS Proton。

環境を作成したら、Amazon ECS クラスター名や Amazon VPC ID など、AWS Proton環境を作成した場合
に作成されたものと同じ出力を提供する責任があります。AWS Proton

この機能により、AWS Protonサービステンプレートからこの環境にサービスリソースをデプロイおよ
び更新できます。AWS Protonただし、環境自体は、のテンプレート更新によって変更されませんAWS 
Proton。環境の更新を実行し、AWS Protonそれらの出力を更新するのはユーザーの責任です。

AWS Proton管理環境と顧客管理環境が混在する複数の環境を 1 つのアカウントに含めることができます。
また、2 番目のアカウントをリンクし、AWS Protonプライマリアカウントのテンプレートを使用して、そ
の 2 番目のリンクされたアカウントの環境とサービスのデプロイと更新を実行することもできます。

カスタマーマネージド環境の使用方法
管理者が最初に行う必要があるのは、インポートされた顧客管理環境テンプレートを登録することです。
テンプレートバンドルにはマニフェストやインフラストラクチャファイルを提供しないでください。ス
キーマのみを指定してください。

以下のスキーマは、オープンAPI形式を使用した出力のリストの概要を示し、AWS CloudFormationテンプ
レートからの出力を複製します。
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Important

出力には文字列入力のみが許可されます。

次の例は、対応する FargateAWS CloudFormation テンプレートのテンプレートの出力セクションの抜粋
です。

Outputs: 
  ClusterName: 
    Description: The name of the ECS cluster 
    Value: !Ref 'ECSCluster' 
  ECSTaskExecutionRole: 
    Description: The ARN of the ECS role 
    Value: !GetAtt 'ECSTaskExecutionRole.Arn' 
  VpcId: 
    Description: The ID of the VPC that this stack is deployed in 
    Value: !Ref 'VPC'
[...]

AWS Protonインポートされた対応する環境のスキーマは次のようになります。スキーマにはデフォルト値
を指定しないでください。

schema: 
  format: 
    openapi: "3.0.0" 
  environment_input_type: "EnvironmentOutput" 
  types: 
    EnvironmentOutput: 
      type: object 
      description: "Outputs of the environment" 
      properties: 
        ClusterName: 
          type: string 
          description: "The name of the ECS cluster" 
        ECSTaskExecutionRole: 
          type: string 
          description: "The ARN of the ECS role" 
        VpcId: 
          type: string 
          description: "The ID of the VPC that this stack is deployed in"
[...]

テンプレートを登録するときに、このテンプレートがインポートされ、バンドルの Amazon S3 
バケットの場所がわかるように指定します。 AWS Protonテンプレートをドラフトに入れる前
に、environment_input_typeスキーマにテンプレートパラメータのみが含まれていて、AWS 
CloudFormationテンプレートパラメータが含まれていないことを検証します。

インポートされた環境を作成するには、以下を指定します。

• デプロイ時に使用する IAM ロール。
• 必要な出力の値を含む仕様。

これらは両方とも、AWS CLIコンソールを使用して提供することも、通常の環境のデプロイと同様のプロ
セスを使用して提供することもできます。

CodeBuild プロビジョニングロール作成
や TerraformAWS CloudFormation などのコードとしてのインフラストラクチャ (IAAC) ツールには、AWS
さまざまな種類のリソースに対する権限が必要です。たとえば、IAAC テンプレートが Amazon S3 バケッ
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トを宣言する場合、Amazon S3 バケットを作成、読み取り、更新、および削除するためのアクセス許可が
必要です。役割を必要最小限の権限に制限することがセキュリティのベストプラクティスと考えられてい
ます。AWSリソースの幅広さを考えると、IAAC テンプレートに最小権限ポリシーを作成することは困難
です。特に、それらのテンプレートによって管理されるリソースが後で変更される可能性がある場合はな
おさらです。たとえば、管理対象のテンプレートへの最新の編集ではAWS Proton、RDS データベースリ
ソースを追加します。

適切な権限を設定することで、IaC のデプロイがスムーズになります。 AWS Proton CodeBuild プロビ
ジョニングは、 CodeBuild お客様のアカウントにあるプロジェクトで、お客様から提供された任意の
CLIコマンドを実行します。通常、これらのコマンドは、などのコードとしてのインフラストラクチャ 
(IAAC)AWS CDK ツールを使用してインフラストラクチャを作成および削除します。AWS CodeBuild 
AWSテンプレートがプロビジョニングを使用するリソースをデプロイすると、 CodeBuild によって管理
されるプロジェクトでビルドが開始されますAWS。ロールがに渡され CodeBuild、 CodeBuild ロールはコ
マンドの実行を前提としています。 CodeBuild プロビジョニングロールと呼ばれるこのロールはお客様に
よって提供され、インフラストラクチャのプロビジョニングに必要な権限が含まれています。それはただ
それによってのみ想定されるものであり CodeBuild 、AWS Proton仮定することすらできません。

ロールの作成

CodeBuild プロビジョニングロールは IAM コンソールまたはで作成できますAWS CLI。で作成するには
AWS CLI:

aws iam create-role --role-name AWSProtonCodeBuildProvisioning --assume-role-
policy-document '{"Version":"2012-10-17","Statement":[{"Effect":"Allow","Principal":
{"Service":"codebuild.amazonaws.com"},"Action":"sts:AssumeRole"}]}'
aws iam attach-role-policy --role-name AWSProtonCodeBuildProvisioning --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess

これによりAWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess、 CodeBuild ビルドを実行するために
サービスが必要とする最小限の権限を含むもアタッチされます。

コンソールを使用する場合は、ロールを作成するときに次の点を確認してください。

1. 信頼できるエンティティの場合は、AWSサービスを選択してからを選択します CodeBuild。
2. 「権限の追加」AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess ステップで、アタッチする他

のポリシーを選択します。

管理者アクセス権

AdministratorAccess CodeBuild ポリシーをプロビジョニングロールにアタッチすると、権限がないた
めにどんな IAAC テンプレートも失敗しないことが保証されます。また、環境テンプレートまたはサービ
ステンプレートを作成できるユーザーなら誰でも、そのユーザーが管理者でなくても管理者レベルのアク
ションを実行できるということです。 AWS ProtonAdministatorAccess CodeBuild プロビジョニング
ロールとの併用はお勧めしません。AdministratorAccess CodeBuild プロビジョニングロールと一緒に
使用する場合は、サンドボックス環境で行ってください。

ロールは IAMAdministratorAccess コンソールで作成するか、次のコマンドを実行して作成できま
す。

aws iam create-role --role-name AWSProtonCodeBuildProvisioning --assume-role-
policy-document '{"Version":"2012-10-17","Statement":[{"Effect":"Allow","Principal":
{"Service":"codebuild.amazonaws.com"},"Action":"sts:AssumeRole"}]}'
aws iam attach-role-policy --role-name AWSProtonCodeBuildProvisioning --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess

最小スコープロールの作成

最低限の権限でロールを作成したい場合は、複数の方法があります。
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• 管理者権限でデプロイし、ロールの範囲を絞り込みます。IAM アクセスアナライザーの使用をお勧めし
ます。

• 管理ポリシーを使用して、使用する予定のサービスへのアクセスを許可します。

AWS CDK

AWS CDKwith を使用しておりAWS Proton、cdk bootstrap各環境のアカウント/リージョンで実行して
いる場合は、のロールが既に存在しますcdk deploy。この場合は、 CodeBuild プロビジョニングロール
に次のポリシーをアタッチします。

{ 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Resource": [ 
        "arn:aws:iam::account-id:role/cdk-*-deploy-role-*", 
        "arn:aws:iam::account-id:role/cdk-*-file-publishing-role-*" 
    ], 
    "Effect": "Allow"
}

カスタム VPC

カスタム VPC CodeBuild  で実行する場合は、 CodeBuild ロールに次の権限が必要です。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "ec2:CreateNetworkInterface" 
    ], 
    "Resource": [ 
        "arn:aws:ec2:region:account-id:network-interface/*", 
        "arn:aws:ec2:region:account-id:subnet/*", 
        "arn:aws:ec2:region:account-id:security-group/*" 
    ]
},
{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "ec2:DeleteNetworkInterface" 
    ], 
    "Resource": [ 
        "arn:aws:ec2:region:account-id:*/*" 
    ]
},
{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "ec2:DescribeDhcpOptions", 
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
        "ec2:DescribeSubnets", 
        "ec2:DescribeSecurityGroups", 
        "ec2:DescribeVpcs" 
    ], 
    "Resource": "*"
},
{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:ec2:region:account-id:network-interface/*", 
    "Condition": { 
        "StringEquals": { 
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            "ec2:AuthorizedService": "codebuild.amazonaws.com" 
        } 
    }
}

AmazonEC2FullAccess管理ポリシーを使用することもできますが、必要のない権限も含まれます。CLI 
を使用して管理ポリシーをアタッチするには：

aws iam create-role --role-name AWSProtonCodeBuildProvisioning --assume-role-
policy-document '{"Version":"2012-10-17","Statement":[{"Effect":"Allow","Principal":
{"Service":"codebuild.amazonaws.com"},"Action":"sts:AssumeRole"}]}'
aws iam attach-role-policy --role-name AWSProtonCodeBuildProvisioning --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess
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AWS Proton のサービス
AWS Protonサービスは、サービステンプレートをインスタンス化したものであり、通常はサービスインス
タンスとパイプラインを含みます。AWS Protonサービスインスタンスは、特定の環境 (p. 139)内のサービ
ステンプレートをインスタンス化したものです。サービステンプレートは、サービスのためのインフラス
トラクチャおよびオプションのサービスパイプラインの完全な定義です。AWS Proton

デプロイされたサービスインスタンスは、CI/CD パイプラインを促すソースコードプッシュやそのサービ
ステンプレートの新しいバージョンに更新することで、CI/CD パイプラインを促すソースコードプッシュ
によって更新される可能性があります。 AWS Protonサービステンプレートの新しいバージョンが利用可
能になると、サービスを新しいバージョンに更新できるようにプロンプトが表示されます。サービスが更
新されると、AWS Protonサービスとサービスインスタンスを再デプロイします。

この章では、作成、表示、更新、および削除のオペレーションをしながらサービスを管理する方法につい
て説明します。詳細については、AWS Protonサービス API リファレンスを参照してください。

トピック
• [Create a service] (サービスを作成) (p. 168)
• サービスデータを表示する (p. 172)
• サービスを編集する (p. 173)
• サービスを削除する (p. 179)
• サービスインスタンスデータの表示 (p. 180)
• サービスインスタンスを更新する (p. 182)
• サービスパイプラインを更新する (p. 186)

[Create a service] (サービスを作成)
アプリケーションをデプロイするにはAWS Proton、開発者はサービスを作成し、次の情報を入力します。

1. AWS Protonプラットフォームチームによって公開されるサービステンプレートの名前。
2. サービスの名前。
3. デプロイする必要があるサービスインスタンスの数。
4. 使用したい環境の選択。
5. サービスパイプラインを含むサービステンプレートを使用している場合、コードリポジトリへの接続 

(オプション)。

サービスには何が入っていますか？
AWS Protonサービスを作成する際には、2 種類のサービステンプレートからいずれかを選択できます。

• サービスパイプラインを含むサービステンプレート (デフォルト)。
• サービスパイプラインを含まないサービステンプレート (デフォルト)。

サービスを作成する際には 1 つのサービスインスタンスを作成する必要があります。
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サービスインスタンスとオプションのパイプラインはサービスに関連付けられます。パイプラインイ
ンスタンスを作成または削除できるのは、サービスの作成および削除アクションのコンテキスト内のみ
に限られます。サービスからインスタンスを追加および削除する方法については、「サービスを編集す
る (p. 173)」を参照してください。

Note

環境は、AWSまたはセルフマネージドプロビジョニングのいずれかに設定されています。 AWS 
Proton環境が使用するのと同じプロビジョニング方法を使用して、環境内のサービスをプロビ
ジョニングします。サービスインスタンスを作成または更新する開発者には違いがわからず、ど
ちらの場合も経験は同じです。
プロビジョニング方法の詳細については、「」を参照してくださいthe section called “プロビジョ
ニングの方法” (p. 23)。

サービステンプレート
サービステンプレートのメジャーバージョンとマイナーバージョンの両方を使用できます。コンソールを
使用する際には、サービステンプレートの最新の Recommended メジャーバージョンとマイナーバージョ
ンを選択します。AWS CLI を使用してサービステンプレートのメジャーバージョンのみを指定する際に
は、暗黙的にその最新の Recommended マイナーバージョンを指定します。

以下では、メジャーとマイナーのテンプレートバージョンの違いと、その使用方法について説明します。

• テンプレートの新しいバージョンは、Recommendedプラットフォームチームのメンバーによって承認
されるとすぐに作成されます。つまり、そのバージョンを使用して新しいサービスが作成され、既存の
サービスを新しいバージョンに更新するように求められます。

• これによりAWS Proton、プラットフォームチームは、サービスインスタンスを新しいマイナーバージョ
ンのサービステンプレートに自動的に更新できます。マイナーバージョンは下位互換でなければなりま
せん。

• メジャーバージョンでは、更新プロセスの一環として新しい入力を提供する必要があるので、サービス
をそのサービステンプレートのメジャーバージョンに更新する必要があります。メジャーバージョンは
下位互換ではありません。

[Create a service] (サービスを作成)
次の手順は、AWS ProtonAWS CLIコンソールの使用方法またはサービスパイプラインの有無にかかわらず
サービスを作成する方法を示しています。

AWS Management Console

以下の手順に示すように、コンソールで標準サービスを作成します。

1. AWS Protonコンソールで [サービス] を選択します。
2. [Create service] (サービスの作成) を選択します。
3. [Choose a service template] (サービステンプレートを選択する) ページでテンプレートを選択して

[Configure] (設定する) を選択します。

有効化したパイプラインを使用したくない場合、サービスについて [Excludes pipeline] (パイプラ
インを除外) のマークが付いたテンプレートを選択します。

4. [Configure service] (サービスを構成する) ページで [Service settings] (サービス設定) セクション
の [Service name] にサービス名を入力します。

5. (オプション) サービスの説明を入力します。
6. [Service repository settings] (サービスリポジトリ設定) セクションで、次のように操作します。

a. [CodeStar 接続] (接続) でリストから接続を選択します。
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b. [Repository ID] (リポジトリ ID) でソースコードが含まれているリポジトリの名前を選択しま
す。

c. [Branch name] (ブランチ名) でソースコードが含まれているリポジトリの名前を選択しま
す。

7. (オプション) [Tags] (タグ) セクションで [Add new tag] (新しいタグを追加) を選択し、キーと値を
入力してカスタマーマネージドタグを作成します。

8. [Next] (次へ) を選択します。
9. [Configure custom settings] (カスタム設定の構成) ページの [Service instaces] (サービスインスタ

ンス) セクションで [New instance] (新しいインスタンス) を選択します。required パラメータ
の値を入力する必要があります。optional パラメータの値を入力するか、表示されるデフォル
ト値を使用します。

10. [Pipeline inputs] (パイプライン入力) セクションで required パラメータの値を入力する必要があ
ります。optional パラメータの値を入力するか、表示されるデフォルト値を使用します。

11. [Next] (次へ) を選択して入力を見直します。
12. [Create] (作成) を選択します。

サービスの詳細とステータス、ならびにサービスに関する AWS マネージドタグとカスタマーマ
ネージドタグ。

13. ナビゲーションペインで [Services] (サービス) を選択します。

新しいページには、ステータスやその他のサービスの詳細とともに、サービスのリストが表示さ
れます。

AWS CLI

AWS CLI を使用する際には、サービス入力をソースコードディレクトリ内にある .aws-proton/
service.yaml という YAML 形式の spec ファイルで指定します。

CLI で get-service-template-minor-version コマンドを使用して、仕様ファイル内で値を指
定するスキーマの必須パラメータとオプションパラメータを表示します。

pipelineProvisioning: "CUSTOMER_MANAGED" を含むサービステンプレートを使用する場合、
仕様に pipeline: セクションを含めないことと create-service コマンドに -repository-
connection-arn、-repository-id、および -branch-name パラメータを含めないことが条件で
す。

次の手順に示すように、CLI でサービスパイプライン付きのサービスを作成します。

1. 次の CLI コマンドの例に示すように、パイプラインのサービスロール (p. 230)をセットアップ
します。

コマンド:

$ aws proton update-account-settings \ 
        --pipeline-service-role-arn 
 "arn:aws:iam::123456789012:role/AWSProtonServiceRole"

2. 以下のリストは、サービステンプレートスキーマに基づいて、サービスパイプラインとインスタ
ンスの入力を含めた仕様の例を示しています。

仕様:

proton: ServiceSpec

pipeline: 
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  my_sample_pipeline_required_input: "hello" 
  my_sample_pipeline_optional_input: "bye"

instances: 
  - name: "acme-network-dev" 
    environment: "ENV_NAME" 
    spec: 
      my_sample_service_instance_required_input: "hi" 
      my_sample_service_instance_optional_input: "ho"

次の CLI コマンドとレスポンスの例に示すように、パイプライン付きでサービスを作成します。

コマンド:

$ aws proton create-service \ 
        --name "MySimpleService" \ 
        --branch-name "mainline" \ 
        --template-major-version "1" \ 
        --template-name "fargate-service" \ 
        --repository-connection-arn "arn:aws:codestar-connections:region-
id:123456789012:connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" \ 
        --repository-id "myorg/myapp" \ 
        --spec "file://spec.yaml"

レスポンス:

{ 
    "service": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/MySimpleService", 
        "createdAt": "2020-11-18T19:50:27.460000+00:00", 
        "lastModifiedAt": "2020-11-18T19:50:27.460000+00:00", 
        "name": "MySimpleService", 
        "repositoryConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:region-
id:123456789012:connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
        "repositoryId": "myorg/myapp", 
        "status": "CREATE_IN_PROGRESS", 
        "templateName": "fargate-service" 
    }
}

次の CLI コマンドとレスポンスの例に示すように、サービスパイプラインなしでサービスを作成しま
す。

以下に示すのは、サービスパイプライン入力を含めない仕様の例です。

仕様:

proton: ServiceSpec

instances: 
  - name: "acme-network-dev" 
    environment: "ENV_NAME" 
    spec: 
      my_sample_service_instance_required_input: "hi" 
      my_sample_service_instance_optional_input: "ho"

プロビジョニングされたサービスパイプラインなしでサービスを作成するには、次の CLI コマンドと
レスポンスの例に示すように、spec.yaml へのパスを指定し、かつリポジトリパラメータを含めな
いことです。
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コマンド:

$ aws proton create-service \ 
        --name "MySimpleServiceNoPipeline" \ 
        --template-major-version "1" \ 
        --template-name "fargate-service" \ 
        --spec "file://spec-no-pipeline.yaml"

レスポンス:

{ 
    "service": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/
MySimpleServiceNoPipeline", 
        "createdAt": "2020-11-18T19:50:27.460000+00:00", 
        "lastModifiedAt": "2020-11-18T19:50:27.460000+00:00", 
        "name": "MySimpleServiceNoPipeline", 
        "status": "CREATE_IN_PROGRESS", 
        "templateName": "fargate-service-no-pipeline" 
    }
}

サービスデータを表示する
サービス詳細データは、AWS Protonコンソールまたはの表示で確認できますAWS CLI。

AWS Management Console

次の手順に示すように、AWS Protonコンソールを使用してサービスの詳細を一覧表示および表示しま
す。

1. サービスの一覧を表示するには、ナビゲーションペインで [Services] (サービス) 選択します。
2. 詳細データを表示するには、サービスの名前を選択します。

サービスの詳細データを表示します。

AWS CLI

次の CLI のコマンドとレスポンスの例に示すように、サービスパイプライン付きのサービスの詳細を
表示します。

コマンド:

$ aws proton get-service \ 
    --name "simple-svc"

レスポンス:

{ 
    "service": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc", 
        "branchName": "mainline", 
        "createdAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00", 
        "lastModifiedAt": "2020-11-28T22:44:51.207000+00:00", 
        "name": "simple-svc", 
        "pipeline": { 
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            "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/pipeline/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
            "createdAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00", 
            "deploymentStatus": "SUCCEEDED", 
            "lastDeploymentAttemptedAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00", 
            "lastDeploymentSucceededAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00", 
            "spec": "proton: ServiceSpec\npipeline:\n  
 my_sample_pipeline_required_input: hello\n  my_sample_pipeline_optional_input: 
 bye\ninstances:\n- name: instance-svc-simple\n  environment: my-simple-
env\n  spec:\n    my_sample_service_instance_required_input: hi\n    
 my_sample_service_instance_optional_input: ho\n", 
            "templateMajorVersion": "1", 
            "templateMinorVersion": "1", 
            "templateName": "svc-simple" 
        }, 
        "repositoryConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:region-
id:123456789012:connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222", 
        "repositoryId": "myorg/myapp", 
        "spec": "proton: ServiceSpec\npipeline:\n  my_sample_pipeline_required_input: 
 hello\n  my_sample_pipeline_optional_input: bye\ninstances:
\n- name: instance-svc-simple\n  environment: my-simple-env\n  
 spec:\n    my_sample_service_instance_required_input: hi\n    
 my_sample_service_instance_optional_input: ho\n", 
        "status": "ACTIVE", 
        "templateName": "svc-simple" 
    }
}

次の CLI のコマンドとレスポンスの例に示すように、サービスパイプラインなしのサービスの詳細を
表示します。

コマンド:

$ aws proton get-service \ 
    --name "simple-svc-no-pipeline"

レスポンス:

{ 
    "service": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc-without-
pipeline", 
        "createdAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00", 
        "lastModifiedAt": "2020-11-28T22:44:51.207000+00:00", 
        "name": "simple-svc-without-pipeline", 
        "spec": "proton: ServiceSpec\ninstances:\n- name: instance-svc-simple\n  
 environment: my-simple-env\n  spec:\n    my_sample_service_instance_required_input: hi
\n    my_sample_service_instance_optional_input: ho\n", 
        "status": "ACTIVE", 
        "templateName": "svc-simple-no-pipeline" 
    }
}

サービスを編集する
AWS Protonサービスについて以下の編集を加えることができます。

• サービスの説明を編集する
• サービスインスタンスを追加や削除することでサービスを編集します。
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サービスの説明を編集する
コンソールまたは AWS CLI を使用してサービスの説明を編集できます。

AWS Management Console

以下で説明する手順に従って、コンソールでサービスを編集します。

サービスのリストで次のように操作します。

1. AWS Protonコンソールで [サービス] を選択します。
2. サービスの一覧で、更新したいサービスの左側にあるラジオボタンを選択します。
3. [Edit] (編集) を選択します。
4. [Configure service] (サービスを構成する) ページでフォームに値を入力して [Next] (次へ) を選択

します。
5. [Configure custom settings] (カスタム設定の構成) ページで [Next] (次へ) を選択します。
6. 編集内容を見直して [Save changes] (変更を保存) を選択します。

サービスの詳細ページで、以下の操作をします。

1. AWS Protonコンソールで [サービス] を選択します。
2. サービスの一覧で、編集したいサービスの名前を選択します。
3. サービスの詳細ページで [Edit] (編集) を選択します。
4. [Configure service] (サービスを構成する) ページでフォームに値を入力して [Next] (次へ) を選択

します。
5. [Configure custom settings] (カスタム設定を構成する) ページでフォームに値を入力して [Next] 

(次へ) を選択します。
6. 編集内容を見直して [Save changes] (変更を保存) を選択します。

AWS CLI

次の CLI の例に示すように説明を編集します。

コマンド:

$ aws proton update-service \ 
    --name "MySimpleService" \ 
    --description "Edit by updating description"

レスポンス:

{ 
    "service": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/MySimpleService", 
        "branchName": "main", 
        "createdAt": "2021-03-12T22:39:42.318000+00:00", 
        "description": "Edit by updating description", 
        "lastModifiedAt": "2021-03-12T22:44:21.975000+00:00", 
        "name": "MySimpleService", 
        "repositoryConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:region-
id:123456789012:connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
        "repositoryId": "my-repository/myorg-myapp", 
        "status": "ACTIVE", 
        "templateName": "fargate-service" 
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    }
}

サービスを編集してサービスインスタンスを追加また
は削除する
AWS Protonサービスの場合、編集した spec を送信することで、サービスインスタンスを追加または削除
できます。リクエストが成功するには、次の条件を満たしている必要があります。

• 編集リクエストの送信時にサービスおよびパイプラインがまだ編集または削除されていません。
• 編集した spec にサービスパイプラインを変更する編集や削除対象ではない既存のサービスインスタン

スの編集は含まれません。
• 編集した仕様では、コンポーネントがアタッチされている既存のサービスインスタンスは削除され

ません。このようなサービスインスタンスを削除するには、まずコンポーネントを更新してサービス
インスタンスからデタッチする必要があります。コンポーネントの詳細については、「コンポーネン
ト (p. 191)」を参照してください。

削除に失敗したインスタンスは、DELETE_FAILED 状態のサービスインすんタンスです。サービスの編集
をリクエストすると、編集プロセスの一環として、AWS Proton削除に失敗したインスタンスを削除しよう
とします。いずれかのサービスインスタンスの削除に失敗した場合、コンソールまたは AWS CLI に表示
されなくても、インスタンスに関連付けられたリソースがまだ残っている可能性があります。削除に失敗
したインスタンスインフラストラクチャリソースを調べて、AWS Proton削除できるようにクリーンアップ
します。

サービスのサービスインスタンスのクォータについては、「AWS Proton のクォータ (p. 267)」を参照し
てください。また、サービスの作成後に 1 つ以上のサービスインスタンスを維持する必要があります。更
新プロセスで、AWS Proton既存のサービスインスタンスおよび追加または削除されるインスタンスの件数
を数えます。削除に失敗したインスタンスはこの件数に含まれるため、spec の編集時に考慮に入れる必
要があります。

AWS CLIコンソールまたはを使用して、サービスインスタンスを
追加または削除します。
AWS Management Console

コンソールを使用してサービスを編集し、サービスインスタンスを追加または削除します。

AWS Protonコンソールで

1. ナビゲーションペインで [Services] (サービス) を選択します。
2. 編集したいサービスを選択します。
3. [編集] を選択します。
4. (オプション) [サービスの設定] ページで、サービス名または説明を編集し、[次へ] を選択します。
5. [Configure custom settings] (カスタム設定の構成) ページで [Delete] (削除) を選択してサービスイ

ンスタンスを削除し、[Add new instance] (新しいインスタンスを追加) を選択してサービスイン
スタンスを追加し、フォームに値を入力します。

6. [Next] (次へ) を選択します。
7. 更新内容を確認して [Save changes] (変更を保存) を選択します。
8. モーダルがサービスインスタンスの削除の確認を求めるメッセージを表示します。指示に従って

操作し、[Yes, delete] (はい、削除します) を選択します。
9. サービスの詳細ページに表示されるサービスのステータスを確認します。
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AWS CLI

次の AWS CLI コマンドとレスポンスの例に示すように、編集した spec を含めてサービスインスタン
スを追加や削除します。

CLI を使用する場合、spec で削除するサービスインスタンスを除外し、追加するサービスインスタン
スと削除マークを付けていない既存のサービスインスタンスの両方を含める必要があります。

以下のリストは、編集前の spec と仕様によってデプロイされるサービスインスタンスのリストの例
を示します。この仕様は、サービスの説明を編集するために前の例で使用されたものです。

仕様:

proton: ServiceSpec

pipeline: 
  my_sample_pipeline_optional_input: "abc" 
  my_sample_pipeline_required_input: "123"

instances: 
  - name: "my-instance" 
    environment: "simple-env" 
    spec: 
      my_sample_service_instance_optional_input: "def" 
      my_sample_service_instance_required_input: "456" 
  - name: "my-other-instance" 
    environment: "simple-env" 
    spec: 
      my_sample_service_instance_required_input: "789"

次の CLI list-service-instances コマンドとレスポンスの例は、サービスインスタンスを追加ま
たは削除する前にアクティブなインスタンスを表示します。

コマンド:

$ aws proton list-service-instances \ 
    --service-name "MySimpleService"

レスポンス:

{ 
    "serviceInstances": [ 
        { 
            "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/MySimpleService/
service-instance/my-other-instance", 
            "createdAt": "2021-03-12T22:39:42.318000+00:00", 
            "deploymentStatus": "SUCCEEDED", 
            "environmentName": "simple-env", 
            "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-03-12T22:39:43.109000+00:00", 
            "lastDeploymentSucceededAt": "2021-03-12T22:39:43.109000+00:00", 
            "name": "my-other-instance", 
            "serviceName": "example-svc", 
            "templateMajorVersion": "1", 
            "templateMinorVersion": "0", 
            "templateName": "fargate-service" 
        }, 
        { 
            "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/MySimpleService/
service-instance/my-instance", 
            "createdAt": "2021-03-12T22:39:42.318000+00:00", 
            "deploymentStatus": "SUCCEEDED", 
            "environmentName": "simple-env", 
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            "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-03-12T22:39:43.160000+00:00", 
            "lastDeploymentSucceededAt": "2021-03-12T22:39:43.160000+00:00", 
            "name": "my-instance", 
            "serviceName": "example-svc", 
            "serviceTemplateArn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service-
template/fargate-service", 
            "templateMajorVersion": "1", 
            "templateMinorVersion": "0", 
            "templateName": "fargate-service" 
        } 
    ]
}

次のリストは、インスタンスの削除や追加に編集した spec を使用する例を示します。my-instance
という名前の既存のインスタンスが削除され、yet-another-instance という名前の新しいインス
タンスが作成されます。

仕様:

proton: ServiceSpec

pipeline: 
  my_sample_pipeline_optional_input: "abc" 
  my_sample_pipeline_required_input: "123"

instances: 
  - name: "my-other-instance" 
    environment: "simple-env" 
    spec: 
      my_sample_service_instance_required_input: "789" 
  - name: "yet-another-instance" 
    environment: "simple-env" 
    spec: 
      my_sample_service_instance_required_input: "789"

"${Proton::CURRENT_VAL}" を使用すると、spec に値が存在する場合に元の spec を保持するパ
ラメータ値を指定できます。サービスデータを表示する (p. 172) で説明するように、get-service
を使用してサービスの元の spec を表示します。

以下のリストは、spec で既存のサービスインスタンスを確実に残すようにパラメータ値の変更を含
めないで "${Proton::CURRENT_VAL}" を使用する方法を示します。

仕様:

proton: ServiceSpec

pipeline: 
  my_sample_pipeline_optional_input: "${Proton::CURRENT_VAL}" 
  my_sample_pipeline_required_input: "${Proton::CURRENT_VAL}"

instances: 
  - name: "my-other-instance" 
    environment: "simple-env" 
    spec: 
      my_sample_service_instance_required_input: "${Proton::CURRENT_VAL}" 
  - name: "yet-another-instance" 
    environment: "simple-env" 
    spec: 
      my_sample_service_instance_required_input: "789"

以下に示すのは、サービスを編集するための CLI コマンドとリクエストの一覧です。
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コマンド:

$ aws proton update-service  
    --name "MySimpleService" \ 
    --description "Edit by adding and deleting a service instance" \ 
    --spec "file://spec.yaml"

レスポンス:

{ 
    "service": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/MySimpleService", 
        "branchName": "main", 
        "createdAt": "2021-03-12T22:39:42.318000+00:00", 
        "description": "Edit by adding and deleting a service instance", 
        "lastModifiedAt": "2021-03-12T22:55:48.169000+00:00", 
        "name": "MySimpleService", 
        "repositoryConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:region-
id:123456789012:connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
        "repositoryId": "my-repository/myorg-myapp", 
        "status": "UPDATE_IN_PROGRESS", 
        "templateName": "fargate-service" 
    }
}

次の list-service-instances コマンドとレスポンスは、my-instance という名前の既存のイン
スタンスが削除され、yet-another-instance という名前の新しいインスタンスが作成されたこと
を確認します。

コマンド:

$ aws proton list-service-instances \ 
    --service-name "MySimpleService"

レスポンス:

{ 
    "serviceInstances": [ 
        { 
            "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/MySimpleService/
service-instance/yet-another-instance", 
            "createdAt": "2021-03-12T22:39:42.318000+00:00", 
            "deploymentStatus": "SUCCEEDED", 
            "environmentName": "simple-env", 
            "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-03-12T22:56:01.565000+00:00", 
            "lastDeploymentSucceededAt": "2021-03-12T22:56:01.565000+00:00", 
            "name": "yet-another-instance", 
            "serviceName": "MySimpleService", 
            "templateMajorVersion": "1", 
            "templateMinorVersion": "0", 
            "templateName": "fargate-service" 
        }, 
        { 
            "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/MySimpleService/
service-instance/my-other-instance", 
            "createdAt": "2021-03-12T22:39:42.318000+00:00", 
            "deploymentStatus": "SUCCEEDED", 
            "environmentName": "simple-env", 
            "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-03-12T22:39:43.109000+00:00", 
            "lastDeploymentSucceededAt": "2021-03-12T22:39:43.109000+00:00", 
            "name": "my-other-instance", 
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            "serviceName": "MySimpleService", 
            "templateMajorVersion": "1", 
            "templateMinorVersion": "0", 
            "templateName": "fargate-service" 
        } 
    ]
}

サービスインスタンスを追加または削除するとどうなるか
サービス編集を送信してサービスインスタンスを削除または追加するために編集を送信すると、AWS 
Proton次のアクションを実行します。

• サービスを UPDATE_IN_PROGRESS に設定します。
• サービスにパイプラインがある場合、そのステータスを IN_PROGRESS に設定してパイプラインアク

ションをブロックします。
• 削除したいサービスインスタンスを DELETE_IN_PROGRESS に設定します。
• サービスアクションをブロックします。
• 削除対象のマークが付いたサービスインスタンスに対するアクションをブロックします。
• 新しいサービスインスタンスを作成します。
• 削除対象のリストにあるインスタンスを削除します。
• 削除に失敗したインスタンスの削除を試みます。
• 追加と削除が完了したら、サービスパイプライン (存在する場合) を再プロビジョニングし、サービスを
ACTIVE に設定してサービスとパイプラインのアクションを有効にします。

AWS Proton次のように障害モードを再仲介しようとします。

• 1 つ以上のサービスインスタンスの作成に失敗した場合、AWS Proton新しく作成されたすべてのサービ
スインスタンスのプロビジョニングを解除し、specを前の状態に戻します。どのサービスインスタンス
も削除されず、パイプラインはいかなる修正もされません。

• 1 つ以上のサービスインスタンスの削除に失敗した場合、AWS Proton削除されたインスタンスなしでパ
イプラインを再プロビジョニングします。spec は、追加されたインスタンスを含め、削除マークの付
いたインスタンスを除外するように更新されます。

• パイプラインのプロビジョニングに失敗した場合、ロールバックの試みはなされず、サービスとパイプ
ラインの両方が失敗した更新状態を反映します。

タグ付けとサービスの編集
サービス編集の一部としてサービスインスタンスを追加すると、AWS マネージドタグが自動的に作成さ
れ、新しいインスタンスとプロビジョニングされたリソースに伝達されます。新しいタグを作成すると、
それらのタグは新しいインスタンスにのみ適用されます。既存のサービスカスタマーマネージドタグも新
しいインスタンスに伝播します。詳細については、「AWS Protonリソースとタグ付け (p. 260)」を参照
してください。

サービスを削除する
AWS Protonコンソールまたはを使用して、AWS Protonインスタンスとパイプラインを含むサービスを削
除できますAWS CLI。

コンポーネントがアタッチされたサービスインスタンスを含むサービスは削除できません。このよう
なサービスを削除するには、最初にアタッチされているすべてのコンポーネントを更新して、サービ
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スインスタンスからデタッチする必要があります。コンポーネントの詳細については、「コンポーネン
ト (p. 191)」を参照してください。

AWS Management Console

以下で説明する手順に従って、コンソールでサービスを削除します。

サービスの詳細ページで、以下の操作をします。

1. AWS Protonコンソールで [サービス] を選択します。
2. サービスの一覧で、削除したいサービスの名前を選択します。
3. サービス詳細ページで、「アクション」を選択し、「削除」を選択します。
4. モーダルから Delete アクションの確認を求めるプロンプトが表示されます。
5. 指示に従って操作し、[Yes, delete] (はい、削除します) を選択します。

AWS CLI

次の CLI の例に示すようにサービスを削除します。

コマンド:

$ aws proton delete-service \ 
    --name "simple-svc"

レスポンス:

{ 
    "service": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc", 
        "branchName": "mainline", 
        "createdAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00", 
        "description": "Edit by updating description", 
        "lastModifiedAt": "2020-11-29T00:30:39.248000+00:00", 
        "name": "simple-svc", 
        "repositoryConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:region-
id:123456789012:connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
        "repositoryId": "myorg/myapp", 
        "status": "DELETE_IN_PROGRESS", 
        "templateName": "fargate-service" 
    }
}

サービスインスタンスデータの表示
AWS Protonサービスインスタンスの詳細データを表示する方法を学習します。コンソールまたは AWS 
CLI を使用できます。

サービスインスタンスはサービスに属します。インスタンスを作成または削除できるのは、サービスの編
集 (p. 173)、作成 (p. 168)、および削除 (p. 179)アクションのコンテキスト内のみに限られます。
サービスからインスタンスを追加および削除する方法については、「サービスを編集する (p. 173)」を参
照してください。

AWS Management Console

次の手順に示すように、AWS Protonコンソールを使用して、サービスインスタンスの一覧を表示して
詳細を確認します。
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1. サービスインスタンスの一覧を表示するには、ナビゲーションペインで [Service instances] (サー
ビスインスタンス) 選択します。

2. 詳細データを表示するには、サービスインスタンスの名前を選択します。

サービスインスタンスの詳細データを表示します。

AWS CLI

次の CLI コマンドとレスポンスの例に示すように、サービスインスタンスの詳細な一覧を表示しま
す。

コマンド:

$ aws proton list-service-instances

レスポンス:

{ 
    "serviceInstances": [ 
        { 
            "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/service-
instance/instance-one", 
            "createdAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00", 
            "deploymentStatus": "SUCCEEDED", 
            "environmentArn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment/
simple-env", 
            "lastDeploymentAttemptedAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00", 
            "lastDeploymentSucceededAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00", 
            "name": "instance-one", 
            "serviceName": "simple-svc", 
            "templateMajorVersion": "1", 
            "templateMinorVersion": "0", 
            "templateName": "fargate-service" 
        } 
    ]
}

コマンド:

$ aws proton get-service-instance \ 
    --name "instance-one" \ 
    --service-name "simple-svc"

レスポンス:

{ 
    "serviceInstance": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/service-
instance/instance-one", 
        "createdAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00", 
        "deploymentStatus": "SUCCEEDED", 
        "environmentName": "simple-env", 
        "lastDeploymentAttemptedAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00", 
        "lastDeploymentSucceededAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00", 
        "name": "instance-one", 
        "serviceName": "simple-svc", 
        "spec": "proton: ServiceSpec\npipeline:\n  my_sample_pipeline_optional_input: 
 hello world\n  my_sample_pipeline_required_input: pipeline up
\ninstances:\n- name: instance-one\n  environment: my-simple-env\n 
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  spec:\n    my_sample_service_instance_optional_input: Ola\n    
 my_sample_service_instance_required_input: Ciao\n", 
        "templateMajorVersion": "1", 
        "templateMinorVersion": "0", 
        "templateName": "svc-simple" 
    }
}

サービスインスタンスを更新する
AWS Protonサービスインスタンスを更新する方法と更新をキャンセルする方法について説明します。

サービスインスタンスはサービスに属します。インスタンスを作成または削除できるのは、サービスの編
集 (p. 173)、作成 (p. 168)、および削除 (p. 179)アクションのコンテキスト内のみに限られます。
サービスからインスタンスを追加および削除する方法については、「サービスを編集する (p. 173)」を参
照してください。

サービスインスタンスを更新しようとする場合、以下に挙げるように 4 つのモードがあります。AWS CLI 
を使用する際には deployment-type フィールドでモードを定義します。コンソールを使用する場合、こ
れらのモードはサービスインスタンスの詳細ページにある [Actions] (アクション) ドロップダウンリストに
表示される [Edit] (編集) と [Update to latest minor version] (最新のマイナーバージョンに更新) と [Update 
to latest major version] (最新のメジャーバージョンに更新) にマップされます。

NONE

このモードでは、デプロイは発生しません。リクエストしたメタデータパラメータのみが更新されま
す。

CURRENT_VERSION

このモードでは、サービスインスタンスがデプロイされ、指定した新しい仕様に従って更新されま
す。リクエストしたパラメータのみが更新されます。この deployment-type を使用する場合、マイ
ナーバージョンまたはメジャーバージョンのパラメータを含めないでください。

MINOR_VERSION

このモードでのサービスインスタンスは、デプロイ後、デフォルトで使用中の現在のメジャーバー
ジョンに属した、公開済みおよび推奨のマイナーバージョン (最新) で更新されます。また、使用中の
現在のメジャーバージョンについて別のマイナーバージョンを指定することもできます。

MAJOR_VERSION

このモードでは、サービスインスタンスがデプロイされ、デフォルトで現在のテンプレートの公開さ
れ推奨される (最新の) メジャーとマイナーバージョンで更新されます。使用中のメジャーバージョン
やマイナーバージョン (オプション) よりも高いメジャーバージョンも指定できます。

であれば、サービスインスタンスの更新デプロイをキャンセルできま
すIN_PROGRESS。deploymentStatus AWS Protonデプロイのキャンセルを試みます。正常にキャンセ
ルされる保証はありません。

更新のデプロイをキャンセルすると、AWS Proton次の手順に示すようにデプロイをキャンセルしようとし
ます。

• デプロイの状態を「CANCELLING」に設定します。
• 処理中のデプロイを停止し、IN_PROGRESS の際にデプロイによって作成された新しいリソースを削除

します。
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• デプロイの状態を「CANCELLED」に設定します。
• リソースの状態をデプロイが開始される前の状態に戻します。

サービスインスタンスのデプロイをキャンセルする方法の詳細については、AWS ProtonAPI
CancelServiceInstanceDeploymentリファレンスのを参照してください。

コンソールまたは AWS CLI を使用して、更新をデプロイするか、または更新のデプロイをキャンセルし
ます。

AWS Management Console

次の手順に従って、コンソールでサービスインスタンスを更新します。

1. AWS Protonコンソールのナビゲーションペインで [サービスインスタンス] を選択します。
2. サービスインスタンスの一覧で、更新したいサービスインスタンスの名前を選択します。
3. 仕様を更新するには [Actions] (アクション) を選択してから更新オプションのいずれかを選択して

[Edit] (編集) で仕様を更新するか、または [Actions] (アクション) を選択してから [Update to latest 
minor version] (最新のマイナーバージョンに更新) または [Update to latest major version] (最新の
メジャーバージョンに更新) を選択します。

4. 各フォームに必要な値を入力し、[Review] (確認) ページが表示されるまでに [Next] (次へ) を選択
します。

5. 編集内容を確認して [Update] (更新) を選択します。

AWS CLI

CLI のコマンドとレスポンスの例に示すように、サービスインスタンスを更新して新しいマイナー
バージョンにします。

修正した spec でサービスインスタンスを更新する際には、"${Proton::CURRENT_VAL}" を
使用して spec に値が存在する場合に元の spec を保存するパラメータ値を指定できます。get-
service で説明するように、spec を使用してサービスインスタンスの元の サービスデータを表示す
る (p. 172) を表示します。

以下の例は、"${Proton::CURRENT_VAL}" での spec の使用方法を示します。

仕様:

proton: ServiceSpec

pipeline: 
  my_sample_pipeline_optional_input: "${Proton::CURRENT_VAL}" 
  my_sample_pipeline_required_input: "${Proton::CURRENT_VAL}"

instances: 
  - name: "my-instance" 
    environment: "simple-env" 
    spec: 
      my_sample_service_instance_optional_input: "${Proton::CURRENT_VAL}" 
      my_sample_service_instance_required_input: "${Proton::CURRENT_VAL}" 
  - name: "my-other-instance" 
    environment: "simple-env" 
    spec: 
      my_sample_service_instance_required_input: "789"

コマンド: 更新する

$ aws proton update-service-instance \ 
    --name "instance-one" \ 
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    --service-name "simple-svc" \ 
    --spec "file://service-spec.yaml" \ 
    --template-major-version "1" \ 
    --template-minor-version "1" \ 
    --deployment-type "MINOR_VERSION"

レスポンス:

{ 
    "serviceInstance": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/service-
instance/instance-one", 
        "createdAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00", 
        "deploymentStatus": "IN_PROGRESS", 
        "environmentName": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment/simple-
env", 
        "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-02T21:38:00.823000+00:00", 
        "lastDeploymentSucceededAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00", 
        "name": "instance-one", 
        "serviceName": "simple-svc", 
        "templateMajorVersion": "1", 
        "templateMinorVersion": "0", 
        "templateName": "svc-simple" 
    }
}

コマンド: ステータスを取得して確認する

$ aws proton get-service-instance \ 
    --name "instance-one" \ 
    --service-name "simple-svc"

レスポンス:

{ 
    "serviceInstance": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/service-
instance/instance-one", 
        "createdAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00", 
        "deploymentStatus": "SUCCEEDED", 
        "environmentName": "simple-env", 
        "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-02T21:38:00.823000+00:00", 
        "lastDeploymentSucceededAt": "2021-04-02T21:38:00.823000+00:00", 
        "name": "instance-one", 
        "serviceName": "simple-svc", 
        "spec": "proton: ServiceSpec\n\npipeline:\n  my_sample_pipeline_optional_input: 
 \"abc\"\n  my_sample_pipeline_required_input: \"123\"\n\ninstances:
\n  - name: \"instance-one\"\n    environment: \"simple-env\"\n    
 spec:\n      my_sample_service_instance_optional_input: \"def\"\n    
   my_sample_service_instance_required_input: \"456\"\n  - name: \"my-
other-instance\"\n    environment: \"kls-simple-env\"\n    spec:\n      
 my_sample_service_instance_required_input: \"789\"\n", 
        "templateMajorVersion": "1", 
        "templateMinorVersion": "1", 
        "templateName": "svc-simple" 
    }
}

AWS Management Console

次の手順に示すように、コンソールでサービスインスタンスのデプロイをキャンセルします。
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1. AWS Protonコンソールのナビゲーションペインで [サービスインスタンス] を選択します。
2. サービスインスタンスの一覧で、デプロイ更新をキャンセルしたいサービスインスタンスの名前

を選択します。
3. 更新のデプロイステータスが [In progress] (進行中) の場合、サービスインスタンスの詳細ページ

で [Action] (アクション) を選択してから [Cancel deployment] (デプロイをキャンセル) を選択しま
す。

4. キャンセルを確認するメッセージが表示されます。[Cancel deployment] (デプロイをキャンセル) 
を選択します。

5. 更新のデプロイステータスが [Cancelling] (キャンセル中) に変わり、キャンセルが完了すると
[Cancelled] (キャンセル済み) に変わります。

AWS CLI

CLI のコマンドとレスポンスの例に示すように、新しいマイナーバージョン 2 への IN_PROGRESS 
サービスインスタンス更新をキャンセルします。

この例で使用するテンプレートには待機条件が含まれているため、更新のデプロイが成功する前に
キャンセルが開始されます。

コマンド: キャンセルする

$ aws proton cancel-service-instance-deployment \ 
    --service-instance-name "instance-one" \ 
    --service-name "simple-svc"

レスポンス:

{ 
    "serviceInstance": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/service-
instance/instance-one", 
        "createdAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00", 
        "deploymentStatus": "CANCELLING", 
        "environmentName": "simple-env", 
        "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-02T21:45:15.406000+00:00", 
        "lastDeploymentSucceededAt": "2021-04-02T21:38:00.823000+00:00", 
        "name": "instance-one", 
        "serviceName": "simple-svc", 
        "spec": "proton: ServiceSpec\npipeline:\n  my_sample_pipeline_optional_input: 
 abc\n  my_sample_pipeline_required_input: '123'\ninstances:\n- name: my-instance\n 
  environment: MySimpleEnv\n  spec:\n    my_sample_service_instance_optional_input: 
 def\n    my_sample_service_instance_required_input: '456'\n- name: my-other-instance
\n  environment: MySimpleEnv\n  spec:\n    my_sample_service_instance_required_input: 
 '789'\n", 
        "templateMajorVersion": "1", 
        "templateMinorVersion": "1", 
        "templateName": "svc-simple" 
    }
}

コマンド: ステータスを取得して確認する

$ aws proton get-service-instance \ 
    --name "instance-one" \ 
    --service-name "simple-svc"

レスポンス:
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{ 
    "serviceInstance": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/service-
instance/instance-one", 
        "createdAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00", 
        "deploymentStatus": "CANCELLED", 
        "deploymentStatusMessage": "User initiated cancellation.", 
        "environmentName": "simple-env", 
        "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-02T21:45:15.406000+00:00", 
        "lastDeploymentSucceededAt": "2021-04-02T21:38:00.823000+00:00", 
        "name": "instance-one", 
        "serviceName": "simple-svc", 
        "spec": "proton: ServiceSpec\n\npipeline:\n  my_sample_pipeline_optional_input: 
 \"abc\"\n  my_sample_pipeline_required_input: \"123\"\n\ninstances:
\n  - name: \"instance-one\"\n    environment: \"simple-env\"\n    
 spec:\n      my_sample_service_instance_optional_input: \"def\"\n    
   my_sample_service_instance_required_input: \"456\"\n  - name: \"my-
other-instance\"\n    environment: \"kls-simple-env\"\n    spec:\n      
 my_sample_service_instance_required_input: \"789\"\n", 
        "templateMajorVersion": "1", 
        "templateMinorVersion": "1", 
        "templateName": "svc-simple" 
    }
}

サービスパイプラインを更新する
AWS Protonサービスパイプラインを更新する方法と更新をキャンセルする方法について説明します。

サービスパイプラインはサービスに属します。パイプラインインスタンスを作成または削除できるのは、
サービスの作成 (p. 168)および削除 (p. 179)アクションのコンテキスト内のみに限られます。

サービスパイプラインを更新する場合、以下の 4 つのモードがあります。AWS CLI を使用する際には
deployment-type フィールドでモードを定義します。コンソールを使用する場合、これらのモードは
[Edit pipeline] (パイプラインの編集) と [Update to recommended version] (推奨バージョンに更新) にマッ
プされます。

NONE

このモードでは、デプロイは発生しません。リクエストしたメタデータパラメータのみが更新されま
す。

CURRENT_VERSION

このモードでは、サービスパイプラインがデプロイされ、指定した新しい仕様に従って更新されま
す。リクエストしたパラメータのみが更新されます。この deployment-type を使用する場合、マイ
ナーバージョンまたはメジャーバージョンのパラメータを含めないでください。

MINOR_VERSION

このモードでは、サービスパイプラインがデプロイされ、デフォルトで使用中の現在のメジャーバー
ジョンの公開され推奨される (最新の) マイナーバージョンで更新されます。また、使用中の現在のメ
ジャーバージョンについて別のマイナーバージョンを指定することもできます。

MAJOR_VERSION

このモードでは、サービスパイプラインがデプロイされ、デフォルトで現在のテンプレートの公開さ
れ推奨される (最新の) メジャーとマイナーバージョンで更新されます。使用中のメジャーバージョン
やマイナーバージョン (オプション) よりも高いメジャーバージョンも指定できます。
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であれば、サービスパイプラインの更新デプロイをキャンセルできま
すIN_PROGRESS。deploymentStatus AWS Protonデプロイのキャンセルを試みます。正常にキャンセ
ルされる保証はありません。

更新のデプロイをキャンセルすると、AWS Proton次の手順に示すようにデプロイをキャンセルしようとし
ます。

• デプロイの状態を「CANCELLING」に設定します。
• 処理中のデプロイを停止し、IN_PROGRESS の際にデプロイによって作成された新しいリソースを削除

します。
• デプロイの状態を「CANCELLED」に設定します。
• リソースの状態をデプロイが開始される前の状態に戻します。

サービスパイプラインのデプロイをキャンセルする方法の詳細については、AWS ProtonAPI
CancelServicePipelineDeploymentリファレンスのを参照してください。

コンソールまたは AWS CLI を使用して、更新をデプロイするか、または更新のデプロイをキャンセルし
ます。

AWS Management Console

以下で説明する手順に従って、コンソールでサービスパイプラインを更新します。

1. AWS Protonコンソールで [サービス] を選択します。
2. サービスの一覧で、更新したいパイプラインを含むサービスの左側にあるラジオボタンを選択し

ます。
3. サービスの詳細ページには、[Overview] (概要) と [Pipeline] (パイプライン) という 2 つのタブが

あります。[Pipeline] (パイプライン) を選択します。
4. 仕様を更新したい場合、[Edit Pipeline] (パイプラインの編集) を選択して各フォームに必要な値を

入力し、最終フォームが完了するまで [Next] (次へ) を選択してから [Update Pipeline] (パイプライ
ンの更新) を選択します。

新しいバージョンにアップデートしたい場合にパイプラインテンプレートで新しいバージョンが
利用可能であることを示す情報アイコンが表示されていたら、新しいテンプレートバージョンの
名前を選択します。

a. [Update to recommended version] (推奨バージョンに更新) を選択します。
b. 各フォームに必要な値を入力し、最終フォームが完了するまで [Next] (次へ) を選択し、

[Update] (更新) を選択します。

AWS CLI

次の CLI のコマンドとレスポンスの例に示すように、サービスパイプラインを更新して新しいマイ
ナーバージョンにします。

修正した spec でサービスパイプラインを更新する際には、"${Proton::CURRENT_VAL}" を
使用して spec に値が存在する場合に元の spec を保存するパラメータ値を指定できます。get-
service で説明するように、spec を使用してサービスパイプラインの元の サービスデータを表示す
る (p. 172) を表示します。

以下の例は、"${Proton::CURRENT_VAL}" での spec の使用方法を示します。

仕様:

proton: ServiceSpec
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pipeline: 
  my_sample_pipeline_optional_input: "${Proton::CURRENT_VAL}" 
  my_sample_pipeline_required_input: "${Proton::CURRENT_VAL}"

instances: 
  - name: "my-instance" 
    environment: "simple-env" 
    spec: 
      my_sample_service_instance_optional_input: "${Proton::CURRENT_VAL}" 
      my_sample_service_instance_required_input: "${Proton::CURRENT_VAL}" 
  - name: "my-other-instance" 
    environment: "simple-env" 
    spec: 
      my_sample_service_instance_required_input: "789"

コマンド: 更新する

$ aws proton update-service-pipeline \ 
    --service-name "simple-svc" \ 
    --spec "file://service-spec.yaml" \ 
    --template-major-version "1" \ 
    --template-minor-version "1" \ 
    --deployment-type "MINOR_VERSION"

レスポンス:

{ 
    "pipeline": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/pipeline/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
        "createdAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00", 
        "deploymentStatus": "IN_PROGRESS", 
        "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-02T21:39:28.991000+00:00", 
        "lastDeploymentSucceededAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00", 
        "spec": "proton: ServiceSpec\n\npipeline:\n  my_sample_pipeline_optional_input: 
 \"abc\"\n  my_sample_pipeline_required_input: \"123\"\n\ninstances:
\n  - name: \"my-instance\"\n    environment: \"MySimpleEnv\"\n    
 spec:\n      my_sample_service_instance_optional_input: \"def\"\n    
   my_sample_service_instance_required_input: \"456\"\n  - name: \"my-
other-instance\"\n    environment: \"MySimpleEnv\"\n    spec:\n      
 my_sample_service_instance_required_input: \"789\"\n", 
        "templateMajorVersion": "1", 
        "templateMinorVersion": "0", 
        "templateName": "svc-simple" 
    }
}

コマンド: ステータスを取得して確認する

$ aws proton get-service \ 
    --name "simple-svc"

レスポンス:

{ 
    "service": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc", 
        "branchName": "main", 
        "createdAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00", 
        "lastModifiedAt": "2021-04-02T21:30:54.364000+00:00", 
        "name": "simple-svc", 
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        "pipeline": { 
            "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/pipeline", 
            "createdAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00", 
            "deploymentStatus": "SUCCEEDED", 
            "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-02T21:39:28.991000+00:00", 
            "lastDeploymentSucceededAt": "2021-04-02T21:39:28.991000+00:00", 
            "spec": "proton: ServiceSpec\n\npipeline:\n  
 my_sample_pipeline_optional_input: \"abc\"\n  my_sample_pipeline_required_input: 
 \"123\"\n\ninstances:\n  - name: \"instance-one\"\n    environment: \"simple-
env\"\n    spec:\n      my_sample_service_instance_optional_input: \"def
\"\n      my_sample_service_instance_required_input: \"456\"\n  - name: 
 \"my-other-instance\"\n    environment: \"simple-env\"\n    spec:\n      
 my_sample_service_instance_required_input: \"789\"\n", 
            "templateMajorVersion": "1", 
            "templateMinorVersion": "1", 
            "templateName": "svc-simple" 
        }, 
        "repositoryConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:region-
id:123456789012:connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
        "repositoryId": "repo-name/myorg-myapp", 
        "spec": "proton: ServiceSpec\n\npipeline:\n  my_sample_pipeline_optional_input: 
 \"abc\"\n  my_sample_pipeline_required_input: \"123\"\n\ninstances:
\n  - name: \"instance-one\"\n    environment: \"simple-env\"\n    
 spec:\n      my_sample_service_instance_optional_input: \"def\"\n    
   my_sample_service_instance_required_input: \"456\"\n  - name: \"my-
other-instance\"\n    environment: \"simple-env\"\n    spec:\n      
 my_sample_service_instance_required_input: \"789\"\n", 
        "status": "ACTIVE", 
        "templateName": "svc-simple" 
    }
}

AWS Management Console

次の手順に示すように、コンソールでサービスパイプラインのデプロイをキャンセルします。

1. AWS Protonコンソールのナビゲーションペインで [サービス] を選択します。
2. サービスの一覧で、デプロイ更新をキャンセルしたいサービスの名前を選択します。
3. 詳細ページで [Pipeline] (パイプライン) タブを選択します。
4. 更新のデプロイステータスが [In progress] (進行中) の場合、サービスインスタンスの詳細ページ

で [Cancel deployment] (デプロイをキャンセル) を選択します。
5. キャンセルを確認するメッセージが表示されます。[Cancel deployment] (デプロイをキャンセル) 

を選択します。
6. 更新のデプロイステータスが [Cancelling] (キャンセル中) に変わり、キャンセルが完了すると 

[Cancelled] (キャンセル済み) に変わります。

AWS CLI

CLI のコマンドとレスポンスの例に示すように、マイナーバージョン 2 への IN_PROGRESS サービ
スパイプライン更新をキャンセルします。

この例で使用するテンプレートには待機条件が含まれており、更新のデプロイが成功する前にキャン
セルが開始されます。

コマンド: キャンセルする

$ aws proton cancel-service-pipeline-deployment \ 
    --service-name "simple-svc"
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レスポンス:

{ 
    "pipeline": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/pipeline", 
        "createdAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00", 
        "deploymentStatus": "CANCELLING", 
        "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-02T22:02:45.095000+00:00", 
        "lastDeploymentSucceededAt": "2021-04-02T21:39:28.991000+00:00", 
        "templateMajorVersion": "1", 
        "templateMinorVersion": "1", 
        "templateName": "svc-simple" 
    }
}

コマンド: ステータスを取得して確認する

$ aws proton get-service \ 
    --name "simple-svc"

レスポンス:

{ 
    "service": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc", 
        "branchName": "main", 
        "createdAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00", 
        "lastModifiedAt": "2021-04-02T21:30:54.364000+00:00", 
        "name": "simple-svc", 
        "pipeline": { 
            "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/pipeline", 
            "createdAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00", 
            "deploymentStatus": "CANCELLED", 
            "deploymentStatusMessage": "User initiated cancellation.", 
            "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-02T22:02:45.095000+00:00", 
            "lastDeploymentSucceededAt": "2021-04-02T21:39:28.991000+00:00", 
            "spec": "proton: ServiceSpec\n\npipeline:\n  
 my_sample_pipeline_optional_input: \"abc\"\n  my_sample_pipeline_required_input: 
 \"123\"\n\ninstances:\n  - name: \"instance-one\"\n    environment: \"simple-
env\"\n    spec:\n      my_sample_service_instance_optional_input: \"def
\"\n      my_sample_service_instance_required_input: \"456\"\n  - name: 
 \"my-other-instance\"\n    environment: \"simple-env\"\n    spec:\n      
 my_sample_service_instance_required_input: \"789\"\n", 
            "templateMajorVersion": "1", 
            "templateMinorVersion": "1", 
            "templateName": "svc-simple" 
        }, 
        "repositoryConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:region-
id:123456789012:connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
        "repositoryId": "repo-name/myorg-myapp", 
        "spec": "proton: ServiceSpec\n\npipeline:\n  my_sample_pipeline_optional_input: 
 \"abc\"\n  my_sample_pipeline_required_input: \"123\"\n\ninstances:
\n  - name: \"instance-one\"\n    environment: \"simple-env\"\n    
 spec:\n      my_sample_service_instance_optional_input: \"def\"\n    
   my_sample_service_instance_required_input: \"456\"\n  - name: \"my-
other-instance\"\n    environment: \"simple-env\"\n    spec:\n      
 my_sample_service_instance_required_input: \"789\"\n", 
        "status": "ACTIVE", 
        "templateName": "svc-simple" 
    }
}
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AWS Proton コンポーネント
AWS Protonコンポーネントはリソースの一種です。サービステンプレートに柔軟性が加わります。コン
ポーネントは、プラットフォームチームがコアインフラストラクチャパターンを拡張し、開発者がアプリ
ケーションインフラストラクチャのさまざまな側面を管理できるようにする保護手段を定義するメカニズ
ムをプラットフォームチームに提供します。

AWS Proton管理者は、開発チームやアプリケーション全体で使用される標準インフラストラクチャを
定義します。ただし、開発チームは Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューや Amazon 
DynamoDB テーブルなど、特定のユースケースに応じて追加のリソースを含める必要がある場合があり
ます。これらのアプリケーション固有のリソースは、特にアプリケーション開発の初期段階で頻繁に変更
される可能性があります。管理者が作成したテンプレートでこのような頻繁な変更を維持することは、管
理と拡張が難しい場合があります。管理者は、管理者が実際の付加価値がなければ、さらに多くのテンプ
レートを管理する必要があります。アプリケーション開発者にアプリケーションのテンプレートを作成さ
せるという代替方法も理想的ではありません。AWS Fargate管理者がタスクなどの主要なアーキテクチャ
コンポーネントを標準化できなくなるからです。これがコンポーネントの出番です。

コンポーネントを使用すると、開発者は、管理者が環境テンプレートやサービステンプレートで定義した
以上の補足リソースをアプリケーションに追加できます。次に、開発者はコンポーネントをサービスイン
スタンスにアタッチします。 AWS Proton環境やサービスインスタンスのリソースをプロビジョニングす
るのと同じように、コンポーネントによって定義されたインフラストラクチャリソースをプロビジョニン
グします。

コンポーネントはサービスインスタンスの入力を読み取り、サービスインスタンスに出力を提供できる
ため、完全に統合されたエクスペリエンスを実現できます。たとえば、コンポーネントがサービスイン
スタンスで使用する Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットを追加する場合、コンポー
ネントテンプレートは環境名とサービスインスタンス名を考慮してバケットに名前を付けることができま
す。AWS Protonサービステンプレートをレンダリングしてサービスインスタンスをプロビジョニングする
と、サービスインスタンスはバケットを参照して使用できます。

AWS Proton現在サポートされているコンポーネントは、直接定義されたコンポーネントです。コンポー
ネントのインフラストラクチャを定義するコードとしてのインフラストラクチャ (IaC) ファイルをAWS 
Proton API またはコンソールに直接渡します。これは、テンプレートバンドルで IaC を定義し、そのバン
ドルをテンプレートリソースとして登録し、テンプレートリソースを使用して環境またはサービスを作成
する環境またはサービスとは異なります。

Note

コンポーネントを直接定義することで、開発者は追加のインフラストラクチャを定義してプロビ
ジョニングできます。 AWS Proton同じAWS Identity and Access Management (IAM) ロールを
使用して、同じ環境で実行されているすべての直接定義コンポーネントをプロビジョニングしま
す。

管理者は、開発者がコンポーネントを使ってできることを次の 2 つの方法で制御できます。

• サポートされているコンポーネントソース — 管理者は、AWS Protonサービステンプレートバージョン
のプロパティに基づいてコンポーネントをサービスインスタンスにアタッチすることを許可できます。
デフォルトでは、開発者はコンポーネントをサービスインスタンスにアタッチできません。

このプロパティの詳細については、API リファレンスの CreateServiceTemplateVersionAPI
supportedComponentSourcesAWS Protonアクションのパラメーターを参照してください。

Note

テンプレート同期を使用する場合、リポジトリ内のサービステンプレートバンドルに変更をコ
ミットすると、AWS Protonサービステンプレートバージョンが暗黙的に作成されます。この
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場合、サービステンプレートバージョンの作成時にサポートされるコンポーネントソースを指
定する代わりに、各サービステンプレートのメジャーバージョンに関連するファイルにこのプ
ロパティを指定します。詳細については、「the section called “サービステンプレートを同期す
る” (p. 129)」を参照してください。

• コンポーネントロール — 管理者はコンポーネントロールを環境に割り当てることができます。 AWS 
Proton環境内で直接定義されたコンポーネントによって定義されたインフラストラクチャをプロビジョ
ニングするときに、この役割を引き受けます。そのため、コンポーネントロールは、開発者が環境内で
直接定義されたコンポーネントを使用して追加できるインフラストラクチャの範囲を限定します。コン
ポーネントロールがない場合、開発者は環境内で直接定義されたコンポーネントを作成できません。

コンポーネントロールの割り当ての詳細については、API リファレンスの CreateEnvironmentAPI
componentRoleArnAWS Protonアクションのパラメータを参照してください。

Note

セルフマネージドプロビジョニング (p. 27)コンポーネントロールは環境では使用されません。

トピック
• AWS Protonコンポーネントは他のリソースと比べてどうですか? (p. 192)
• AWS Protonコンソールのコンポーネント (p. 193)
• AWS ProtonAPI 内のコンポーネントとAWS CLI (p. 193)
• コンポーネントに関するよくある質問 (p. 194)
• コンポーネントステート (p. 195)
• コンポーネントインフラストラクチャ (p. 196)
• AWS CloudFormationコンポーネントの例 (p. 197)

AWS Protonコンポーネントは他のリソースと比べ
てどうですか?

AWS Protonコンポーネントは多くの点で他のリソースと似ています。そのインフラストラクチャ
は、AWS CloudFormation YAML または Terraform HCL 形式で作成された IaC テンプレートファイルで定
義されています (p. 196)。 AWS ProtonAWS管理型プロビジョニングまたは自己管理型プロビジョニング
のいずれかを使用してコンポーネントインフラストラクチャをプロビジョニングできます (p. 27) (p. 24)。

ただし、AWS Protonコンポーネントは他のリソースとはいくつかの点で異なります。

• デタッチ状態 — コンポーネントは、サービスインスタンスに接続してインフラストラクチャを拡張する
ように設計されていますが、どのサービスインスタンスにもアタッチされていないデタッチ状態の場合
もあります。コンポーネントステートの詳細については、「」を参照してくださいthe section called “コ
ンポーネントステート” (p. 195)。

• スキーマなし — コンポーネントには、テンプレートバンドルのような関連スキーマはありませ
ん (p. 31)。コンポーネント入力はサービスによって定義されます。コンポーネントは、サービスインス
タンスにアタッチされているときに入力を消費できます。

• お客様が管理するコンポーネントは不要で、AWS Protonコンポーネントインフラストラクチャは常にお
客様に代わってプロビジョニングされます。独自リソースの持ち込みバージョンのコンポーネントはあ
りません。カスタマーマネージド環境の詳細については、「」を参照してくださいthe section called “作
成” (p. 140)。

• テンプレートリソースなし — 直接定義されたコンポーネントには、環境テンプレートやサービステンプ
レートと同様に、関連するテンプレートリソースはありません。IaC テンプレートファイルをコンポー
ネントに直接提供します。同様に、コンポーネントのインフラストラクチャをプロビジョニングするた
めのテンプレート言語とレンダリングエンジンを定義するマニフェストを直接提供します。テンプレー
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トファイルとマニフェストは、テンプレートバンドルの作成と同様の方法で作成します (p. 31)。ただ
し、直接定義されたコンポーネントでは、IaC ファイルをバンドルとして特定の場所に保存する必要は
なく、IaCAWS Proton ファイル内にテンプレートリソースを作成する必要もありません。

• CodeBuildベースプロビジョニングなし — CodeBuildベースプロビジョニングと呼ばれる独自のカスタ
ムプロビジョニングスクリプトを使用して、直接定義したコンポーネントをプロビジョニングすること
はできません。詳細については、「the section called “CodeBuild プロビジョニング” (p. 25)」を参照し
てください。

AWS Protonコンソールのコンポーネント
AWS Protonコンソールを使用して、AWS Protonコンポーネントの作成、更新、表示、使用を行います。

以下のコンソールページはコンポーネントに関連しています。トップレベルのコンソールページへの直接
リンクが含まれています。

• コンポーネント —AWS アカウント内のコンポーネントのリストを表示します。新しいコンポーネント
を作成したり、既存のコンポーネントを更新または削除したりできます。リストでコンポーネント名を
選択して、その詳細ページを表示します。

同様のリストは、環境の詳細ページとサービスインスタンスの詳細ページにもあります。これらのリス
トには、表示されているリソースに関連するコンポーネントのみが表示されます。これらのリストのい
ずれかからコンポーネントを作成すると、「コンポーネントの作成」AWS Proton ページで関連する環
境が事前に選択されます。

• コンポーネントの詳細 — コンポーネントの詳細ページを表示するには、コンポーネントリストでコン
ポーネント名を選択します。

詳細ページで、コンポーネントの詳細とステータスを表示し、コンポーネントを更新または削除しま
す。出力 (プロビジョニングされたリソース ARN など)、AWS CloudFormationプロビジョニングされた
スタック、割り当てられたタグのリストを表示および管理します。

• コンポーネントの作成 — コンポーネントを作成します。コンポーネント名と説明を入力し、関連するリ
ソースを選択し、コンポーネントソースの IaC ファイルを指定して、タグを割り当てます。

• コンポーネントの更新 — コンポーネントを更新するには、コンポーネントリストでコンポーネントを選
択し、「アクション」メニューで「コンポーネントの更新」を選択します。または、コンポーネントの
詳細ページで「更新」を選択します。

コンポーネントの詳細のほとんどは更新できます。コンポーネント名を更新することはできません。ま
た、更新が成功した後にコンポーネントを再デプロイするかどうかを選択できます。

• 環境設定 — 環境を作成または更新するときに、コンポーネントロールを指定できます。このロールは、
環境内で直接定義されたコンポーネントを実行する機能を制御し、コンポーネントをプロビジョニング
するための権限を提供します。

• 新しいサービステンプレートバージョンの作成 — サービステンプレートバージョンを作成するときに、
テンプレートバージョンの Supported コンポーネントソースを指定できます。これにより、このテンプ
レートバージョンに基づいてサービスのサービスインスタンスにコンポーネントをアタッチする機能が
制御されます。

AWS ProtonAPI 内のコンポーネントとAWS CLI
AWS ProtonAPI またはを使用して、AWS Protonコンポーネントを作成、更新、表示、使用します。AWS 
CLI

次の API アクションは、AWS Protonコンポーネントリソースを直接管理します。

• CreateComponent—AWS Proton コンポーネントを作成します。
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• DeleteComponent—AWS Proton コンポーネントを削除します。
• GetComponent— コンポーネントの詳細データを取得します。
• ListComponentOutputs— コンポーネントのコードとしてのインフラストラクチャ (IaC) 出力のリストを

取得します。
• ListComponentProvisionedResources— コンポーネントにプロビジョニングされたリソースを詳細とと

もに一覧表示します。
• ListComponents— コンポーネントとサマリーデータを一覧表示します。結果リストは、環境、サービ

ス、または単一のサービスインスタンスでフィルタリングできます。

AWS Proton他のリソースの以下の API アクションには、コンポーネントに関連する機能があります。

• CreateEnvironment、UpdateEnvironment—componentRoleArn この環境で直接定義されたコン
ポーネントをプロビジョニングするときに使用する IAM サービスロールの Amazon リソースネーム 
(ARN)AWS Proton を指定するために使用します。直接定義されたコンポーネントがプロビジョニングで
きるインフラストラクチャの範囲を決定します。

• CreateServiceTemplateVersion—supportedComponentSources サポートされているコンポーネント
ソースを指定するのに使用します。サポートされているソースを含むコンポーネントは、このサービス
テンプレートバージョンに基づいてサービスインスタンスにアタッチできます。

コンポーネントに関するよくある質問
コンポーネントのライフサイクルはどのようになっていますか?

コンポーネントは接続状態でも切り離された状態でもかまいません。ほとんどの場合、サービスインス
タンスにアタッチしてインフラストラクチャを強化するように設計されています。デタッチされたコン
ポーネントは移行状態にあるため、制御された安全な方法でコンポーネントを削除したり、別のサービス
インスタンスにアタッチしたりできます。詳細については、「the section called “コンポーネントステー
ト” (p. 195)」を参照してください。

アタッチされたコンポーネントを削除できないのはなぜですか?

解決策:アタッチされたコンポーネントを削除するには、コンポーネントを更新してサービスインスタンス
からデタッチし、サービスインスタンスの安定性を検証してから、コンポーネントを削除します。

この問題が発生する理由  アタッチされたコンポーネントは、アプリケーションが実行時機能を実行するた
めに必要な追加のインフラストラクチャを提供します。サービスインスタンスは、コンポーネント出力を
使用して、このインフラストラクチャのリソースを検出して使用している可能性があります。コンポーネ
ントを削除してインフラストラクチャリソースを削除すると、接続されているサービスインスタンスが停
止する可能性があります。

追加の安全対策として、AWS Protonコンポーネントを削除する前に、コンポーネントを更新してサービス
インスタンスからデタッチする必要があります。その後、サービスインスタンスを検証して、それが引き
続きデプロイされ、正常に機能することを確認できます。問題を検出した場合は、コンポーネントをサー
ビスインスタンスにすばやく再アタッチして、問題の修正に取り掛かることができます。サービスイン
スタンスにコンポーネントへの依存関係がないことを確認できたら、コンポーネントを安全に削除できま
す。

コンポーネントにアタッチされているサービスインスタンスを直接変更できないのはなぜですか?

解決策:アタッチメントを変更するには、コンポーネントを更新してサービスインスタンスからデタッチ
し、コンポーネントとサービスインスタンスの安定性を検証してから、コンポーネントを新しいサービス
インスタンスにアタッチします。

この問題が発生する理由  コンポーネントはサービスインスタンスに接続するように設計されています。コ
ンポーネントは、インフラストラクチャリソースの名前付けと構成にサービスインスタンスの入力を使用
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する場合があります。アタッチされたサービスインスタンスを変更すると、コンポーネントが停止する可
能性があります (以前の FAQ「アタッチされたコンポーネントを削除できないのはなぜですか?」で説明し
たように、サービスインスタンスが中断することもあります)。  (p. ))。たとえば、コンポーネントの 
IaC テンプレートで定義されているリソースの名前が変更されたり、場合によっては置き換えが発生した
りすることがあります。

追加の安全対策として、AWS Protonコンポーネントを別のサービスインスタンスにアタッチする前に、コ
ンポーネントを更新してサービスインスタンスからデタッチする必要があります。その後、コンポーネン
トを新しいサービスインスタンスにアタッチする前に、コンポーネントとサービスインスタンスの両方の
安定性を検証できます。

コンポーネントステート
AWS Protonコンポーネントの状態は根本的に異なる 2 つあります。

• アタッチ済み — コンポーネントはサービスインスタンスにアタッチされます。サービスインスタンスの
実行時機能をサポートするインフラストラクチャを定義します。このコンポーネントは、環境とサービ
ステンプレートで定義されたインフラストラクチャを開発者が定義したインフラストラクチャで拡張し
ます。

一般的なコンポーネントは、ライフサイクルのほとんどの有効期間を通じてアタッチされた状態にあり
ます。

• デタッチド —AWS Proton コンポーネントは環境に関連付けられており、環境内のどのサービスインス
タンスにもアタッチされていません。

これは、コンポーネントの存続期間を単一のサービスインスタンスを超えて延長するための移行状態で
す。

次の表は、さまざまなコンポーネントの状態をトップレベルで比較したものです。

  添付 デタッチ済み

州の主な目的 サービスインスタンスのインフラストラ
クチャを拡張すること。

サービスインスタンスアタッチメント
間のコンポーネントのインフラストラク
チャを維持するため。

に関連付けられて
います

サービスインスタンスと環境 環境

主な特定特性 • サービス名
• サービスインスタンス名
• 仕様

• 環境名

削除可能 ☓いいえ ✓ はい

別のサービスイン
スタンスに更新可
能

☓いいえ ✓ はい

入力を読み取るこ
とができます

✓ はい ☓いいえ

コンポーネントの主な目的は、サービスインスタンスにアタッチし、追加リソースを使用してインフラス
トラクチャを拡張することです。アタッチされたコンポーネントは、仕様に従ってサービスインスタンス
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からの入力を読み取ることができます。コンポーネントを直接削除したり、別のサービスインスタンスに
アタッチしたりすることはできません。そのサービスインスタンスや関連するサービスと環境も削除でき
ません。これらの操作を行うには、まずコンポーネントを更新してサービスインスタンスからデタッチし
ます。

コンポーネントのインフラストラクチャを 1 つのサービスインスタンスの存続期間を超えて維持するに
は、コンポーネントを更新し、サービスインスタンス名とサービスインスタンス名を削除してサービスイ
ンスタンスからデタッチします。この切り離された状態は移行状態です。コンポーネントには入力があり
ません。インフラストラクチャはプロビジョニングされたままであり、更新できます。コンポーネントが
アタッチされたときに関連付けられていたリソース (サービスインスタンス、サービス) を削除できます。
コンポーネントを削除するか、更新してサービスインスタンスに再度アタッチすることができます。

コンポーネントインフラストラクチャ
コンポーネント Infrastructure as Code (IaC) ファイルは、AWS Proton他のリソースで使用するファイルと
同様です。コンポーネント固有の詳細についてはこちらをご覧ください。の IaC ファイルの作成方法の詳
細についてはAWS Proton、を参照してくださいテンプレートオーサリングとバンドル (p. 31)。

コンポーネントでのパラメーターの使用
AWS Protonパラメータ名前空間には、サービス IAC ファイルが参照して関連するコンポーネントの名前
と出力を取得できるパラメータがいくつか含まれています。名前空間には、コンポーネント IaC ファイル
が参照して、コンポーネントが関連付けられている環境、サービス、およびサービスインスタンスから入
力、出力、およびリソース値を取得できるパラメーターも含まれています。

コンポーネントには独自の入力はありません。接続先のサービスインスタンスから入力を取得します。コ
ンポーネントは環境出力を読み取ることもできます。

コンポーネントおよび関連するサービス IaC ファイルでパラメータを使用する方法の詳細につい
ては、「」を参照してくださいthe section called “コンポーネントの CloudFormation IaC パラメー
タ” (p. 40)。AWS Protonパラメータに関する一般的な情報およびパラメータ名前空間の完全なリファレン
スについては、を参照してくださいthe section called “パラメータ” (p. 32)。

堅牢な IaC ファイルの作成
管理者は、サービステンプレートバージョンを作成するときに、そのテンプレートバージョンから作
成されたサービスインスタンスにコンポーネントをアタッチすることを許可するかどうかを決定できま
す。API リファレンスの CreateServiceTemplateVersionAPI supportedComponentSourcesAWS Protonア
クションのパラメータを参照してください。ただし、future サービスインスタンスでは、インスタンスを
作成し、コンポーネントをアタッチするかどうかを決定し、(直接定義されたコンポーネントの場合) コン
ポーネントの作成者は、通常、別の担当者、つまりサービステンプレートを使用する開発者です。そのた
め、コンポーネントがサービスインスタンスにアタッチされることを保証することはできません。また、
特定のコンポーネント出力名の存在や、これらの出力の値の有効性と安全性を保証することもできませ
ん。

AWS Protonまた、Jinja 構文を使用すると、これらの問題を回避し、次の方法で問題なくレンダリングで
きる堅牢なサービステンプレートを作成できます。

• AWS Protonパラメータフィルタ — コンポーネントの出力プロパティを参照する場合、パラメータフィ
ルタ (パラメータ値の検証、フィルタ、フォーマットを行う修飾子) を使用できます。詳細な説明と例に
ついては、the section called “CloudFormation パラメータフィルタ” (p. 43)を参照してください。

• 単一プロパティのデフォルト — コンポーネントの単一リソースまたは出力プロパティを参照する場合、
デフォルト値の有無にかかわらず、defaultフィルタを使用してサービステンプレートのレンダリング
が失敗しないことを保証できます。コンポーネント、または参照している特定の出力パラメータが存在
しない場合は、代わりにデフォルト値 (またはデフォルト値を指定していない場合は空の文字列) がレン
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ダリングされ、レンダリングは成功します。詳細については、「the section called “デフォルト値を指定
する” (p. 47)」を参照してください。

例:
• {{ service_instance.components.default.name | default("") }}
• {{ service_instance.components.default.outputs.my-output | default("17") }}

Note

.default直接定義されたコンポーネントを指定する名前空間の部分と、default参照プロパ
ティが存在しない場合にデフォルト値を提供するフィルターを混同しないでください。

• オブジェクト全体の参照 — コンポーネント全体またはコンポーネントの出力のコレクションを参照する
と、AWS Proton空のオブジェクトが返されるため{}、サービステンプレートのレンダリングが失敗し
ないことが保証されます。フィルターを使用する必要はありません。参照は、必ず空のオブジェクトを
取得できるコンテキストで行うか、{{ if .. }}条件を使用して空のオブジェクトがないかテストして
ください。

例:
• {{ service_instance.components.default }}
• {{ service_instance.components.default.outputs }}

AWS CloudFormationコンポーネントの例
ここでは、AWS Proton直接定義されたコンポーネントの完全な例と、AWS Protonそれをサービスで使用
する方法を示します。コンポーネントは、Amazon SSimple Storage Service (Amazon S3) バケットと関
連するアクセスポリシーを付与。サービスインスタンスはこのバケットを参照して使用できます。バケッ
ト名は、環境、サービス、サービスインスタンス、およびコンポーネントの名前に基づいています。つま
り、バケットは、特定のサービスインスタンスを拡張するコンポーネントテンプレートの特定のインスタ
ンスと結合されます。開発者は、このコンポーネントテンプレートに基づいて複数のコンポーネントを作
成し、さまざまなサービスインスタンスや機能ニーズに合わせて Amazon S3 バケットをプロビジョニン
グできます。

この例では、AWS CloudFormation必要なさまざまなインフラストラクチャーをコード (IaC) ファイルとし
て作成し、必要なAWS Identity and Access Management (IAM) ロールを作成します。この例では、所有者
の役割ごとにステップをグループ化しています。

管理者ステップ
開発者がサービスでコンポーネントを使用できるようにするため

1. 環境内で実行されている直接定義されたコンポーネントがプロビジョニングできるリソースの範囲を
絞り込むAWS Identity and Access Management (IAM) ロールを作成します。 AWS Protonは、後でこ
の役割を引き受け、環境内で直接定義されたコンポーネントをプロビジョニングします。

この例では、以下のポリシーを使用します。

Example 直接定義されたコンポーネントロール

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "cloudformation:CancelUpdateStack", 
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        "cloudformation:CreateChangeSet", 
        "cloudformation:DeleteChangeSet", 
        "cloudformation:DescribeStacks", 
        "cloudformation:ContinueUpdateRollback", 
        "cloudformation:DetectStackResourceDrift", 
        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts", 
        "cloudformation:DescribeStackEvents", 
        "cloudformation:CreateStack", 
        "cloudformation:DeleteStack", 
        "cloudformation:UpdateStack", 
        "cloudformation:DescribeChangeSet", 
        "cloudformation:ExecuteChangeSet", 
        "cloudformation:ListChangeSets", 
        "cloudformation:ListStackResources" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:cloudformation:*:123456789012:stack/AWSProton-*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:CreateBucket", 
        "s3:DeleteBucket", 
        "s3:GetBucket", 
        "iam:CreatePolicy", 
        "iam:DeletePolicy", 
        "iam:GetPolicy", 
        "iam:ListPolicyVersions", 
        "iam:DeletePolicyVersion" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "ForAnyValue:StringEquals": { 
          "aws:CalledVia": "cloudformation.amazonaws.com" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

2. 環境を作成または更新するときに前のステップで作成したロールを指定します。AWS Protonコン
ソールで、環境設定ページでコンポーネントロールを指定します。API またはを使用する場合はAWS 
CLI、CreateEnvironmentまたはAWS Proton UpdateEnvironmentAPIcomponentRoleArn アクション
のいずれかを指定します。

3. サービスインスタンスにアタッチされた直接定義されたコンポーネントを参照するサービステンプ
レートを作成します。

この例は、コンポーネントがサービスインスタンスにアタッチされていなくても壊れない堅牢なサー
ビステンプレートを作成する方法を示しています。

Example コンポーネントを使用するサービス CloudFormation IaC ファイル

# service/instance_infrastructure/cloudformation.yaml

Resources:  
  TaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      TaskRoleArn: !Ref TaskRole 
      ContainerDefinitions: 
        - Name: '{{service_instance.name}}' 
          # ... 
           {% if service_instance.components.default.outputs | length > 0 %} 
          Environment: 
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            {{ service_instance.components.default.outputs | 
                proton_cfn_ecs_task_definition_formatted_env_vars }} 
          {% endif %}

  # ... 

  TaskRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      # ... 
      ManagedPolicyArns: 
        - !Ref BaseTaskRoleManagedPolicy 
         {{ service_instance.components.default.outputs 
            | proton_cfn_iam_policy_arns }}

  # Basic permissions for the task 
  BaseTaskRoleManagedPolicy: 
    Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
    Properties: 
      # ...

4. 直接定義されたコンポーネントをサポート対象として宣言する新しいサービステンプレートのマイ
ナーバージョンを作成します。

• Amazon S3 のテンプレートバンドル —AWS Proton コンソールでサービステンプレートバー
ジョンを作成するときに、[サポートされているコンポーネントソース] で [直接定義] を選択しま
す。API またはを使用している場合はAWS CLI、CreateServiceTemplateVersionまたはAWS Proton
UpdateServiceTemplateVersionAPIDIRECTLY_DEFINEDsupportedComponentSources アクショ
ンのパラメータで指定します。

• テンプレート同期 — 変更をサービステンプレートバンドルリポジトリにコミットしま
す。supported_component_sources:このリポジトリでは、DIRECTLY_DEFINED.template-
registration.yamlメジャーバージョンディレクトリのファイル内の項目として指定します。
ファイルの詳細については、「the section called “サービステンプレートを同期する” (p. 129)」を参
照してください。

5. 新しいサービステンプレートのマイナーバージョンを公開します。詳細については、「the section 
called “公開” (p. 106)」を参照してください。

6. このサービステンプレートを使用する開発者のIAMロールを必ず許可してくださ
い。proton:CreateComponent

デベロッパーステップ
サービスインスタンスで直接定義されたコンポーネントを使用するには

1. 管理者がコンポーネントサポートを使用して作成したサービステンプレートバージョンを使用する
サービスを作成します。または、既存のサービスインスタンスのいずれかを更新して、最新のテンプ
レートバージョンを使用するようにします。

2. Amazon S3 バケットと関連するアクセスポリシーをプロビジョニングし、これらのリソースを出力と
して公開するコンポーネント IaC テンプレートファイルを作成します。

Example コンポーネント CloudFormation IaC ファイル

# cloudformation.yaml

# A component that defines an S3 bucket and a policy for accessing the bucket.
Resources: 
  S3Bucket: 
    Type: 'AWS::S3::Bucket' 
    Properties: 
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      BucketName: '{{environment.name}}-{{service.name}}-{{service_instance.name}}-
{{component.name}}'
  S3BucketAccessPolicy: 
    Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
    Properties: 
      PolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
              - 's3:Get*' 
              - 's3:List*' 
              - 's3:PutObject' 
            Resource: !GetAtt S3Bucket.Arn
Outputs: 
  BucketName: 
    Description: "Bucket to access" 
    Value: !GetAtt S3Bucket.Arn 
  BucketAccessPolicyArn: 
    Value: !Ref S3BucketAccessPolicy

3. AWS ProtonAPI またはを使用している場合はAWS CLI、コンポーネントのマニフェストファイルを記
述してください。

Example 直接定義コンポーネントマニフェスト

infrastructure: 
  templates: 
    - file: "cloudformation.yaml" 
      rendering_engine: jinja 
      template_language: cloudformation

4. 直接定義したコンポーネントを作成します。 AWS Protonは、管理者がコンポーネントをプロビジョ
ニングするために定義したコンポーネントロールを引き受けます。

AWS Protonコンソールの [コンポーネント] ページで、[コンポーネントの作成] を選択します。コ
ンポーネント設定には、コンポーネント名とオプションのコンポーネント説明を入力します。[コン
ポーネントアタッチメント] で、[コンポーネントをサービスインスタンスにアタッチ] を選択しま
す。 環境、サービス、およびサービスインスタンスを選択します。[コンポーネントソース] でAWS 
CloudFormation、を選択し、コンポーネントの IaC ファイルを選択します。

Note

マニフェストを提供する必要はありません。コンソールでマニフェストが作成されます。

AWS ProtonAPI またはを使用している場合はAWS CLI、CreateComponentAPI 
アクションを使用してください。nameコンポーネントとオプションを
設定しますdescription。environmentName、serviceName、を設
定serviceInstanceName。templateSourcemanifest作成したファイルのパスにおよびを設定し
ます。

Note

サービス名とサービスインスタンス名を指定する場合、環境名の指定は任意です。これら 
2AWS つの組み合わせはアカウントによって異なり、AWS Protonサービスインスタンスから
環境を決定できます。

5. サービスインスタンスを更新して再デプロイします。 AWS Protonは、レンダリングされたサービス
インスタンステンプレート内のコンポーネントからの出力を使用して、コンポーネントがプロビジョ
ニングした Amazon S3 バケットをアプリケーションが使用できるようにします。
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Git リポジトリをで使うAWS Proton
AWS Protonさまざまな目的のために git リポジトリを使用します。次のリストは、AWS Protonリソースに
関連するリポジトリタイプを分類したものです。リポジトリに繰り返し接続してコンテンツをプッシュし
たり、AWS Protonそこからコンテンツを取得したりする機能については、AWSアカウントにリポジトリ
リンクを登録する必要があります。AWS Protonリポジトリリンクは、AWS Protonリポジトリに接続する
ときに使用できるプロパティのセットです。 AWS Proton現在GitHub、GitHubエンタープライズ、および
をサポートしていますBitBucket。

デベロッパーリポジトリ

コードリポジトリ — 開発者がアプリケーションコードを保存するために使用するリポジトリで
す。コードデプロイに使用されます。 AWS Protonこのリポジトリとは直接やり取りしません。開発
者がパイプラインを含むサービスをプロビジョニングする際、アプリケーションコードを読み取るた
めのリポジトリ名とブランチを指定します。 AWS Protonこの情報をプロビジョニングするパイプラ
インに渡します。

詳細については、「the section called “作成” (p. 168)」を参照してください。
管理者リポジトリ

テンプレートリポジトリ —AWS Proton 管理者がテンプレートバンドルを保存するリポジトリで
す。テンプレート同期に使用されます。管理者がでテンプレートを作成するとAWS Proton、テンプ
レートリポジトリを参照して、AWS Proton新しいテンプレートをそのリポジトリと同期させること
ができます。AWS Proton管理者がリポジトリ内のテンプレートバンドルを更新すると、新しいテンプ
レートバージョンが自動的に作成されます。AWS Proton同期に使用する前に、テンプレートリポジト
リをにリンクしてください。

詳細については、「the section called “テンプレートの同期設定” (p. 124)」を参照してください。

Note

引き続き Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) にテンプレートをアップロード
し、AWS Protonテンプレート管理 API を呼び出して新しいテンプレートまたはテンプレート
バージョンを作成する場合は、テンプレートリポジトリは必要ありません。

セルフマネージド型プロビジョニングリポジトリ

インフラストラクチャリポジトリ — レンダリングされたインフラストラクチャテンプレートをホス
トするリポジトリです。リソースインフラストラクチャの自己管理型プロビジョニングに使用されま
す。管理者が自己管理型プロビジョニング用の環境を作成すると、リポジトリが提供されます。 AWS 
Protonプルリクエスト (PR) をこのリポジトリに送信して、環境および環境にデプロイされたサービス
インスタンスのインフラストラクチャを作成します。AWS Proton自己管理型のインフラストラクチャ
プロビジョニングに使用する前に、インフラストラクチャリポジトリをにリンクしてください。

パイプラインリポジトリ — パイプラインの作成に使用されるリポジトリです。パイプラインの自己
管理型プロビジョニングに使用されます。追加のリポジトリを使用してパイプラインをプロビジョニ
ングするとAWS Proton、個々の環境やサービスとは独立してパイプライン構成を保存できます。すべ
ての自己管理型プロビジョニングサービスに単一のパイプラインリポジトリを提供するだけで済みま
す。AWS Proton自己管理型パイプラインのプロビジョニングに使用する前に、パイプラインリポジト
リをにリンクしてください。

詳細については、「the section called “AWS-マネージド・プロビジョニング” (p. 24)」を参照してくだ
さい。

トピック
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• リポジトリのリンクを作成する (p. 202)
• リンクされたリポジトリデータを表示する (p. 203)
• リポジトリリンクを削除する (p. 205)

リポジトリのリンクを作成する
コンソールまたは CLI を使用して、リポジトリのリンクを作成できます。リポジトリリンクすると、サー
ビスリンクロールAWS Proton (p. 243)が作成されます。

AWS Management Console

以下の手順に示すように、リポジトリのリンクを作成します。

1. AWS Protonコンソールで、「リポジトリ」を選択します。
2. [Create repository] (リポジトリの作成) を選択します。
3. [Link new repository] (新しいリポジトリをリンクする) ページの [Repository details] (リポジトリ

の詳細) セクションで以下の手順に従います。

a. リポジトリプロバイダを選択します。
b. 既存の接続のいずれかを選択します。接続がない場合は、[CodeStar新しい接続を追加] を選

択して接続を作成し、AWS Protonコンソールに戻って接続リストを更新して、新しい接続を
選択します。

c. 接続しているソースコードリポジトリのいずれかを選択します。
4. [オプション] [タグ] セクションで、[新しいタグを追加] を 1 回以上選択し、キーと値のペアを入力

します。
5. [Create repository] (リポジトリの作成) を選択します。
6. リンクされたリポジトリの詳細データを表示します。

AWS CLI

リポジトリのリンクを作成して登録します。

次のコマンドを実行します。

$ aws proton create-repository \ 
    --name myrepos/environments \ 
    --connection-arn "arn:aws:codestar-connections:region-
id:123456789012:connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" \ 
    --provider "GITHUB" \ 
    --encryption-key "arn:aws:kms:region-id:123456789012:key/bPxRfiCYEXAMPLEKEY" \ 
    --tags key=mytag1,value=value1 key=mytag2,value=value2

最後の 2 つのパラメータ--tags、--encryption-keyおよびはオプションです。

レスポンス:

{ 
    "repository": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:repository/github:myrepos/
environments", 
        "connectionArn": "arn:aws:codestar-connections:region-
id:123456789012:connection/2ad03b28-a7c4-EXAMPLE11111", 
        "encryptionKey": "arn:aws:kms:region-id:123456789012:key/bPxRfiCYEXAMPLEKEY", 
        "name": "myrepos/environments", 
        "provider": "GITHUB" 
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    }
}

リポジトリリンクすると、次のコマンド例に示すようにAWSとカスタマーマネージドタグのリストが
表示されます。 AWS ProtonAWSマネージドタグを自動的に生成します。また、AWS CLI を使用し
て、カスタマー管理タグを変更および作成することもできます。詳細については、「AWS Protonリ
ソースとタグ付け (p. 260)」を参照してください。

コマンド:

$ aws proton list-tags-for-resource \ 
    --resource-arn "arn:aws:proton:region-id:123456789012:repository/github:myrepos/
environments"

リンクされたリポジトリデータを表示する
コンソールまたはを使用して、リンクされたリポジトリのリストや詳細が表示されますAWS CLI。git リポ
ジトリとの同期に使用されるリポジトリリンクについてはAWS Proton、を使用してリポジトリ同期の定義
とステータスを取得できますAWS CLI。

AWS Management Console

AWS Protonコンソールを使用して、リンクされたリポジトリの詳細を一覧表示および表示します。

1. リンクされたリポジトリを一覧表示するには、ナビゲーションペインで [Repositories] を選択し
ます。

2. 詳細データを表示するには、リポジトリの名前を選択します。

AWS CLI

リンクされたリポジトリを一覧表示します。

次のコマンドを実行します。

$ aws proton list-repositories

レスポンス:

{ 
    "repositories": [ 
        { 
            "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:repository/github:myrepos/
templates", 
            "name": "myrepos/templates", 
            "provider": "GITHUB" 
        }, 
        { 
            "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:repository/github:myrepos/
environments", 
            "name": "myrepos/environments", 
            "provider": "GITHUB" 
        } 
    ]
}

リンクされたリポジトリの詳細を表示します。
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次のコマンドを実行します。

$ aws proton get-repository \ 
    --name myrepos/templates \ 
    --provider "GITHUB"

レスポンス:

{ 
    "repository": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:repository/github:myrepos/
templates", 
        "name": "myrepos/templates", 
        "provider": "GITHUB" 
    }
}

同期したリポジトリを一覧表示します。

次の例では、テンプレート同期用に設定したリポジトリを一覧表示します。

次のコマンドを実行します。

$ aws proton list-repository-sync-definitions \ 
    --branch "main" \ 
    --repository-name myrepos/templates \ 
    --repository-provider "GITHUB" \ 
    --sync-type "TEMPLATE_SYNC"

リポジトリ同期ステータスを表示します。

次の例に示すように、テンプレート同期リポジトリの同期ステータスを取得します。

次のコマンドを実行します。

$ aws proton get-repository-sync-status \ 
    --branch "main" \ 
    --repository-name myrepos/templates \ 
    --repository-provider "GITHUB" \ 
    --sync-type "TEMPLATE_SYNC"

レスポンス:

{ 
    "latestSync": { 
        "events": [ 
            { 
                "event": "Clone started", 
                "time": "2021-11-21T00:26:35.883000+00:00", 
                "type": "CLONE_STARTED" 
            }, 
            { 
                "event": "Updated configuration", 
                "time": "2021-11-21T00:26:41.894000+00:00", 
                "type": "CONFIG_UPDATED" 
            }, 
            { 
                "event": "Starting syncs for commit 62c03ff86eEXAMPLE1111111", 
                "externalId": "62c03ff86eEXAMPLE1111111", 
                "time": "2021-11-21T00:26:44.861000+00:00", 
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                "type": "STARTING_SYNC" 
            } 
        ], 
        "startedAt": "2021-11-21T00:26:29.728000+00:00", 
        "status": "SUCCEEDED" 
    }
}

リポジトリリンクを削除する
コンソールまたはを使用して、リポジトリリンクを削除できますAWS CLI。

Note

リポジトリリンクを削除しても、AWS ProtonAWSアカウントに登録されているリンクのみが削
除されます。リポジトリから情報が削除されることはありません。

AWS Management Console

コンソールを使用してリポジトリリンクを削除します。

リポジトリの詳細ページで以下の操作をします。

1. AWS Protonコンソールで、「リポジトリ」を選択します。
2. スナップショットのリストで、削除したいスナップショットの左にあるボタンを選択します。
3. [Delete] (削除) を選択します。
4. モーダルから削除アクションの確認を求めるプロンプトが表示されます。
5. 指示に従って操作し、[Yes, delete] (はい、削除します) を選択します。

AWS CLI

リポジトリリンクを削除します。

次のコマンドを実行します。

$ aws proton delete-repository \ 
    --name myrepos/templates \ 
    --provider"GITHUB"

レスポンス:

{ 
    "repository": { 
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:repository/github:myrepos/
templates", 
        "name": "myrepos/templates", 
        "provider": "GITHUB" 
    }
}
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AWS Proton のモニタリング
モニタリングは、AWS Proton と AWS ソリューションの信頼性、可用性、パフォーマンスを維持する
上で重要な部分です。次のセクションでは、で使用できるモニタリングツールについて説明しますAWS 
Proton。

EventBridge による AWS Proton の自動化
AmazonAWS Proton でイベントを監視できますEventBridge。EventBridgeは、お客様独自のアプリ
ケーション、software-as-a-service (SaaS) アプリケーション、およびAWS のサービス. AWS リソース
状態の変更に応答するようにイベントを設定できます。EventBridge次いで、このデータをや 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、AmazonCloudWatch Events に表示されるイベントと同じです。CloudWatchEvents は、AWSリソー
スの変更を記述したシステムイベントのストリームをほぼリアルタイムに配信します。詳細については、
「AmazonEventBridge とは」を参照してください。 AmazonEventBridge ユーザーガイドを参照してくだ
さい。

EventBridgeを使用して、AWS Protonプロビジョニングワークフローの状態変更の通知を受け取ります。

イベントタイプ
イベントは、イベントパターンとターゲットを含むルールで構成されます。ルールを設定するには、イベ
ントパターンとターゲットオブジェクトを選択します。

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。イベントをモニタリングするには、モニタリングしたいサービス
をイベントソースとしてルールを作成します。たとえば、デプロイメント状態に変更があった場合に
ルールをトリガーすることが可能です。AWS Proton

ターゲット

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
ンを実行できます。

イベントオブジェクトには、ID、アカウントAWS リージョン、詳細タイプ、ソース、バージョン、リソー
ス、時間 (オプション) が含まれます。詳細フィールドは、イベントのカスタムフィールドを含むネストさ
れたオブジェクトです。

AWS Protonイベントは、ベストエフォートベースで出力されます。ベストエフォート配信の場合、すべて
のイベントをに配信しようとしますがEventBridge、まれにイベントが配信されない場合があります。

AWS Protonイベントを生成できる各リソースについて、次の表に、詳細タイプの値、詳細フィールド、
および (利用可能な場合は)previousStatus 詳細フィールドの値リストへの参照を示します。statusリ
ソースを削除すると、status 詳細フィールド値が DELETED になります。

リソース 詳細タイプの値 詳細に関する
フィールド

EnvironmentTemplate AWS Proton環境バージョン」ステータス
の変更」

name

status
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リソース 詳細タイプの値 詳細に関する
フィールド
previousStatus

EnvironmentTemplateVersion AWS Proton環境バージョンステータスの
変更」

name

majorVersion

minorVersion

status

previousStatus

ステータス値

ServiceTemplate AWS Protonサービステンステータステー
タスの変更」

name

status

previousStatus

ServiceTemplateVersion AWS Protonサービバージョンステータス
テータステータステータスの変更」

name

majorVersion

minorVersion

status

previousStatus

ステータス値

Environment AWS Proton環境ステータスの変更 name

status

previousStatus

Service AWS Protonサービスステータスの変更 name

status

previousStatus

ステータス値

ServiceInstance AWS Protonサービスインスタンスステー
タスの変更」

name

serviceName

status

previousStatus

ServicePipeline AWS Protonサービスパイプラインステー
タスの変更」

serviceName

status

previousStatus
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リソース 詳細タイプの値 詳細に関する
フィールド

EnvironmentAccountConnection AWS Proton環境アカウントステータスの
変更」

id

status

previousStatus

ステータス値

Component AWS Protonコンポーネントステータスの
変更

name

status

previousStatus

AWS Protonイベントの例
次の例は、AWS Protonにイベントを送信する方法を示しますEventBridge。

サービステンプレート

{ 
    "source": "aws.proton", 
    "detail-type": ["AWS Proton Service Template Status Change"], 
    "time": "2021-03-22T23:21:40.734Z", 
    "resources": ["arn:aws:proton:region_id:123456789012:service-template/sample-service-
template-name"], 
    "detail": { 
        "name": "sample-service-template-name", 
        "status": "PUBLISHED", 
        "previousStatus": "DRAFT" 
    }
}

サービステンプレートバージョン

{ 
    "source": "aws.proton", 
    "detail-type": ["AWS Proton Service Template Version Status Change"], 
    "time": "2021-03-22T23:21:40.734Z", 
    "resources": ["arn:aws:proton:region_id:123456789012:service-template/sample-service-
template-name:1.0"], 
    "detail": { 
        "name": "sample-service-template-name", 
        "majorVersion": "1", 
        "minorVersion": "0", 
        "status": "REGISTRATION_FAILED", 
        "previousStatus": "REGISTRATION_IN_PROGRESS" 
    }
}

環境

{ 
    "source": "aws.proton", 
    "detail-type": ["AWS Proton Environment Status Change"], 
    "time": "2021-03-22T23:21:40.734Z", 
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    "resources": ["arn:aws:proton:region_id:123456789012:environment/sample-environment"], 
    "detail": { 
        "name": "sample-environment", 
        "status": "DELETE_FAILED", 
        "previousStatus": "DELETE_IN_PROGRESS" 
    }
}

EventBridgeTutorial: サービスの変更に関する 
Amazon Simple NotificationAWS Proton Service ア
ラートを送信

このチュートリアルでは、AWS Protonサービスの変更をキャプチャするAWS Proton事前構成済みイベン
トルールを使用します。EventBridgeステータスの変更を Amazon SNS トピックに送信します。トピッ
クをサブスクライブすると、Amazon SNS が、AWS Protonサービスの変更を E メールで知らせてくれま
す。

前提条件
AWS ProtonActiveステータスのある既存のサービスがあります。このチュートリアルの一部として、こ
のサービスにサービスインスタンスを追加してからインスタンスを削除できます。

AWS Protonサービスを作成する必要がある場合は、を参照してください開始方法 (p. 8)。詳細について
は、AWS Proton のクォータ (p. 267)およびthe section called “[Edit] (編集)” (p. 173)を参照してくださ
い。

ステップ 1: Amazon SNS トピックを作成してサブス
クライブする
ステップ 2 で作成したイベントルールのイベントターゲットとして機能する Amazon SNS トピックを作
成します。

Amazon SNS トピックを作成する

1. ログインして Amazon SNS コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Topics] (トピック)、[Create topic] (トピックの作成) の順に選択します。
3. [Create topic] (トピックの作成) ページで以下の操作をします。

a. [Type] (タイプ) で [Standard] (標準) を選択します。
b. [Name] (名前) として tutorial-service-status-change を入力し、[Create topic] (トピック

を作成) を選択します。
4. tutorial-service-status-change詳細ページで、「サブスクリプションを作成」を選択します。
5. [Create subscription] (サブスクリプションの作成) ページで以下の操作をします。

a. [Protocol] (プロトコル) として [Email] (E メール) を選択します。
b. [Endpoint] (エンドポイント) では、現在アクセスできるメールアドレスを入力し、[Create 

subscription] (サブスクリプションの作成) を選択します。
6. メールアカウントを確認し、サブスクリプションの確認メールメッセージが届くのを待ちます。確認

メールが届いたら、[Confirm subscription] (サブスクリプションの確認) を選択します。
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ステップ 2: イベントルールを登録する
AWS Protonサービスの変更をキャプチャするイベントルールを登録します。詳細については、「前提条
件 (p. 209)」を参照してください。

イベントルールを作成します。

1. AmazonEventBridge コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Events] (イベント)、[Rules] (ルール) を選択します。
3. [Rules] (ルール) ページの [Rules] (ルール) セクションで [Create rules] (ルールの作成) を選択します。
4. [Create rule] (ルールの作成) ページで以下の操作をします。

a. [Name and description] (名前と説明) セクションで [Name] (名前) として tutorial-rule を入力
します。

b. [Define pattern] (パターンの定義) セクションで [Event pattern] (イベントパターン) を選択しま
す。

i. [Event matching pattern] (イベント照合パターン) で、[Pre-defined by service] (サービスごと
の事前定義) を選択します。

ii. [Service provider] (サービスプロバイダー) で、「AWS」を選択します。
iii. [Service name (サービス名)] で、 AWS Proton  を選択します。
iv. [イベントタイプ] で、[AWS Protonサービスステータスの変更] を選択します。

イベントパターンがテキストエディタに表示されます。
v. AWS Proton コンソールを開きます。
vi. ナビゲーションペインで [Services] (サービス) を選択します。
vii. サービスページで、AWS Protonサービスの名前を選択します。
viii. [Service details] (サービスの詳細) ページで、Amazon リソースネーム (ARN) サービスをコ

ピーします。
ix. EventBridgeコンソールとチュートリアルルールに戻り、テキストエディタで [編集] を選択し

ます。
x. テキストエディタで "resources": について、ステップ vii でコピーしたサービス ARN を

入力します。

{ 
    "source": ["aws.proton"], 
    "detail-type": ["AWS Proton Service Status Change"], 
    "resources": ["arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/your-service"]
}

xi. イベントパターンを保存します。
c. [Select targets] (ターゲットを選択) セクションで以下の操作をします。

i. [Target] (ターゲット) で [SNS topic] (SNS トピック) を選択します。
ii. 「トピック」 で、を選択しますtutorial-service-status-change。

d. [Create] (作成) を選択します。

ステップ 3: イベントルールをテストする
AWS Protonサービスにインスタンスを追加して、イベントルールが正しく動作することを検証します。

1. AWS Protonコンソールに切り替えます。
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2. ナビゲーションペインで [Services] (サービス) を選択します。
3. [Services] (サービス) ページでサービスの名前を選択します。
4. [Service details] (サービスの詳細) ページで [Edit] (編集) を選択します。
5. [Configure service (サービスの設定) ページで [Next] (次へ) を選択します。
6. [Configure custom settings] (カスタム設定の構成) ページの [Service instaces] (サービスインスタンス) 

セクションで [Add new instance] (新しいインスタンスの追加) を選択します。
7. [New instance] (新しいインスタンス) フォームの入力を完了します。

a. 新しいインスタンスの名前を入力します。
b. 既存のインスタンスについて選択したのと同じ互換環境を選択します。
c. 必要な入力値を入力します。
d. [Next] (次へ) を選択します。

8. 入力内容を確認して [Update] (更新) を選択します。
9. サービスステータスが Active になったら、E メールでステータスの更新を提供する AWS 通知が届

いたことを確認します。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "af76c382-2b3c-7a0a-cf01-936dff228276", 
    "detail-type": "AWS Proton Service Status Change", 
    "source": "aws.proton", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2021-06-29T20:40:16Z", 
    "region": "region-id", 
    "resources": ["arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/your-service"], 
    "detail": { 
        "previousStatus": "ACTIVE", 
        "status": "UPDATE_IN_PROGRESS", 
        "name": "your-service" 
    }
}

{ 
    "version": "0", 
    "id": "87131e29-ad95-bda2-cd30-0ce825dfb0cd", 
    "detail-type": "AWS Proton Service Status Change", 
    "source": "aws.proton", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2021-06-29T20:42:27Z", 
    "region": "region-id", 
    "resources": ["arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/your-service"], 
    "detail": { 
        "previousStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS", 
        "status": "ACTIVE", 
        "name": "your-service" 
    }
}

ステップ 4: クリーンアップする
Amazon SNS トピックとサブスクリプションを削除し、EventBridgeルールを削除します。

Amazon SNS トピックおよびサブスクリプションを削除します。

1. Amazon SNS コンソールに移動します。
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2. ナビゲーションパネルで [Subscriptions] (サブスクリプション) を選択します。
3. [Subscriptions] (サブスクリプション) ページで、tutorial-service-status-change という名前

のトピックに対して作成したサブスクリプションを選択してから [Delete] (削除) を選択します。
4. ナビゲーションペインで [Topics] (トピック) を選択します。
5. [Topics] (トピック) ページで「tutorial-service-status-change」という名前のトピックを選

択してから [Delete] (削除) を選択します。
6. モーダルは、削除の確認を求めるプロンプトを表示します。指示に従って操作し、[Delete] (削除) を

選択します。

EventBridgeルールを削除します。

1. AmazonEventBridge コンソールに移動します。
2. ナビゲーションペインで、[Events] (イベント)、[Rules] (ルール) を選択します。
3. [Rules] (ロール) ページで tutorial-rule という名前のルールを選択してから [Delete] (削除) を選

択します。
4. モーダルは、削除の確認を求めるプロンプトを表示します。[Delete] (削除) を選択します。

追加したサービスインスタンスを削除します。

1. AWS Proton コンソールに移動します。
2. ナビゲーションペインで [Services] (サービス) を選択します。
3. [Services] (サービス) ページで、サービスの名前を選択します。
4. [Service details] (サービスの詳細) ページで [Edit] (編集) を選択してから [Next] (次へ) を選択します。
5. [Configure custom settings] (カスタム設定の構成) ページの [Service instances] (サービスインスタン

ス) セクションで、このチュートリアルの一部として作成したサービスインスタンスについて [Delete] 
(削除) を選択してから [Next] (次へ) を選択します。

6. 入力内容を確認して [Update] (更新) を選択します。
7. モーダルは、削除の確認を求めるプロンプトを表示します。指示に従って操作し、[Yes, delete] (は

い、削除します) を選択します。

AWS Protonダッシュボードでインフラストラク
チャを最新の状態に保つ

AWS Protonダッシュボードには、AWS ProtonAWSアカウント内のリソースの概要が表示され、特に古
さ、つまりデプロイされたリソースがどのように更新されているかに重点が置かれています。デプロイ
されたリソースは、関連するテンプレートの推奨バージョンを使用すると最新の状態になります。out-of-
dateデプロイされたリソースには、テンプレートのメジャーバージョンまたはマイナーバージョンの更新
が必要な場合があります。

AWS Protonコンソールでダッシュボードを表示する
AWS Protonダッシュボードを表示するには、AWS Protonコンソールを開き、ナビゲーションペインで 
[ダッシュボード] を選択します。
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ダッシュボードの上部には、アカウント内のすべてのリソースの数が表示されます。次に、ダッシュボー
ドは、デプロイされた各リソースタイプのリソース数を、そのタイプのリソースのステータス別に分類し
ます。最後に、サービスインスタンステーブルには、各サービスインスタンスの詳細（デプロイステータ
ス、AWS Proton関連するリソース、利用可能な更新、および一部のタイムスタンプ）が表示されます。

サービスインスタンスリストは、任意のテーブルプロパティでフィルタリングできます。たとえば、特定
の期間内にデプロイされたサービスインスタンスや、メジャーバージョンまたはマイナーバージョンの推
奨と比較して古くなっているサービスインスタンスを表示するようにフィルタリングできます。

サービスインスタンス名を選択すると、サービスインスタンスの詳細ページに移動します。ここで、適切
なバージョン更新を行うことができます。AWS Proton他のリソース名を選択して詳細ページに移動する
か、リソースタイプを選択してそれぞれのリソースリストに移動します。
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AWS Proton でのセキュリティ
AWS では、クラウドセキュリティを最優先事項としています。AWS のユーザーは、セキュリティを最も
重視する組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャを利用でき
ます。

セキュリティは、AWS とユーザーの間の責任共有です。責任共有モデル では、これをクラウドのセキュ
リティおよびクラウド内のセキュリティと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。AWS Proton に適用されるコンプライアンスプログラムの詳細につい
ては、「コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス」を参照してください。

• クラウド内のセキュリティ — 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、データの機密性、お客様の会社の要件、および適用される法律および規制など、その他
の要因についても責任を負います。

このドキュメントは、AWS Proton を使用する際に責任共有モデルを適用する方法を理解するのに役立ち
ます。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 AWS Proton を
設定する方法を示します。また、AWS Proton 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 Proton 向けの Identity and Access Management (p. 214)
• AWS Proton での設定と脆弱性の分析 (p. 249)
• AWS Proton でのデータ保護 (p. 249)
• AWS Proton でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 251)
• AWS Proton でのログ記録とモニタリング (p. 253)
• AWS Proton での耐障害性 (p. 254)
• AWS Proton のセキュリティのベストプラクティス (p. 254)
• サービス間での不分別な代理処理の防止 (p. 255)
• CodeBuild カスタム Amazon VPC サポートのプロビジョニング (p. 256)

AWS Proton 向けの Identity and Access 
Management

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 AWS Proton リソー
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、無料で使用できる AWS のサー
ビスです。

トピック
• 対象者 (p. 215)
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• アイデンティティを使用した認証 (p. 215)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 218)
• AWS Proton と IAM の連携について (p. 219)
• AWS Proton のポリシーの例 (p. 224)
• AWS Proton の AWS マネージドポリシー (p. 233)
• AWS Proton のサービスリンクロールの使用 (p. 243)
• AWS Proton 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. 248)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の用途は、AWS Proton で行う作業によって異なります。

サービスユーザー - AWS Proton 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 AWS Proton 機能を使用するとき、追
加のアクセス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すると、管理者から適切な許
可をリクエストするのに役に立ちます。AWS Proton の特徴にアクセスできない場合は、「AWS Proton 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. 248)」を参照してください。

サービス管理者 - 社内の AWS Proton リソースを担当している場合は、通常、AWS Proton 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 AWS Proton 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 AWS 
Proton で IAM を利用する方法の詳細については、AWS Proton と IAM の連携について (p. 219) をご参照
ください。

IAM 管理者 - 管理者は、AWS Proton 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 AWS Proton 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 Proton のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 224) 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。

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
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ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認
証 (MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、「AWS 
Account Management 全般の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。

フェデレーティッド ID
ベストプラクティスとして、管理者アクセスを必要とするユーザーを含む人間のユーザーに対し、ID プロ
バイダーとのフェデレーションを使用して、一時的な認証情報の使用により、AWS のサービス にアクセ
スすることを要求します。

フェデレーティッド ID は、エンタープライズユーザーディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、AWS 
Directory Service、Identity Center ディレクトリのユーザーか、または ID ソースから提供された認証情報
を使用して AWS のサービス にアクセスするユーザーです。フェデレーティッド ID が AWS アカウント 
にアクセスすると、ロールが継承され、ロールは一時的な認証情報を提供します。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用す
ることをお勧めします。IAM Identity Center でユーザーとグループを作成するか、すべての AWS アカウ
ント とアプリケーションで使用するために、独自の ID ソースで一連のユーザーとグループに接続して同
期することもできます。IAM Identity Center 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「What is IAM Identity Center?」(IAM Identity Center とは) 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 
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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
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、「サービス認可リ
ファレンス」の「AWS Proton のアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。

• 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。
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ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

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
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。

アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。
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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
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。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS 
が決定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ポリシーの評価ロジック」を参照してく
ださい。

AWS Proton と IAM の連携について
IAM を使用して AWS Proton へのアクセスを管理する前に、AWS Proton で利用できる IAM の機能につい
て学びます。

AWS Proton で使用できる IAM の機能

IAM 機能 AWS Proton サポート

アイデンティティベースのポリシー (p. 220) はい

リソースベースのポリシー (p. 220) いいえ

ポリシーアクション (p. 221) はい

ポリシーリソース (p. 221) はい

ポリシー条件キー (p. 222) はい

ACL (p. 222) いいえ
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IAM 機能 AWS Proton サポート

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 223) はい

一時的な認証情報 (p. 223) はい

プリンシパル許可 (p. 223) はい

サービスロール (p. 224) はい

サービスにリンクされたロール (p. 224) はい

AWS Protonおよびその他のAWS のサービスがほとんどの IAMAWS のサービス 機能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 Proton のアイデンティティベースポリシー

アイデンティティベースのポリシーのサポート はい

アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーグループ、ロールなど、アイデンティティ
に添付できる JSON アクセス許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが
実行できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成
する方法については、「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。

IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、アクションを
許可または拒否する条件を指定できます。プリンシパルは、それが添付されているユーザーまたはロール
に適用されるため、アイデンティティベースのポリシーでは指定できません。JSON ポリシーで使用でき
るすべての要素について学ぶには、「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。

AWS Proton のアイデンティティベースのポリシーの例

AWS Proton 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 Proton のアイデンティティ
ベースのポリシーの例 (p. 224)を参照してください。

AWS Proton 内のリソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーのサポート いいえ

リソースベースのポリシーは、リソースにアタッチする JSON ポリシードキュメントです。リソースベー
スのポリシーには例として、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。

クロスアカウントアクセスを有効にするには、全体のアカウント、または別のアカウントの IAM エンティ
ティを、リソースベースのポリシーのプリンシパルとして指定します。リソースベースのポリシーにクロ
スアカウントのプリンシパルを追加しても、信頼関係は半分しか確立されない点に注意してください。プ
リンシパルとリソースが異なる AWS アカウント にある場合、信頼できるアカウントの IAM 管理者は、リ
ソースにアクセスするための許可をプリンシパルエンティティ (ユーザーまたはロール) に付与する必要も
あります。IAM 管理者は、アイデンティティベースのポリシーをエンティティにアタッチすることで許可
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を付与します。ただし、リソースベースのポリシーで、同じアカウントのプリンシパルへのアクセス権が
付与されている場合は、ID ベースのポリシーをさらに付与する必要はありません。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。

AWS Proton のポリシーアクション

ポリシーアクションに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれ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。

AWS Proton アクションのリストを確認するには、サービス認可リファレンスの「AWS Proton で定義され
るアクション」を参照してください。

AWS Proton のポリシーアクションは、アクションの前に以下のプレフィックス を使用します。

proton

単一のステートメントで複数のアクションを指定するには、アクションをカンマで区切ります。

"Action": [ 
      "proton:action1", 
      "proton:action2" 
         ]

ワイルドカード (*) を使用すると、複数のアクションを指定することができます。たとえば、List 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": "proton:List*"

AWS Proton 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 Proton のアイデンティティ
ベースのポリシーの例 (p. 224)を参照してください。

AWS Proton のポリシーリソース

ポリシーリソースに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれ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
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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": "*"

AWS Proton リソースのタイプとその ARN のリストを確認するには、サービス認可リファレンスの
「AWS Proton で定義されるリソース」を参照してください。どのアクションで各リソースの ARN を指定
できるかについては、「AWS Proton で定義されるアクション」を参照してください。

AWS Proton 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 Proton のアイデンティティ
ベースのポリシーの例 (p. 224)を参照してください。

AWS Proton 向けのポリシー条件キー

サービス固有のポリシー条件キーのサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれ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。

AWS Proton の条件キーのリストを確認するには、サービス認可リファレンスの「AWS Proton 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 Proton で定義されるアクション」を参照してください。

condition-key-basedリソースへのアクセスを制限するポリシーの例を表示するには、「」を参照してくだ
さいの条件キーベースのポリシーの例AWS Proton (p. 231)。

AWS Proton のアクセスコントロールリスト (ACL)

ACL のサポート いいえ

アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかを制御します。ACL はリソースベースのポリシーに似
ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。
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アクセスコントロールリスト (ACL) は、リソースにアタッチできる被付与者のリストです。これらは、ア
タッチされているリソースにアクセスするためのアクセス許可をアカウントに付与します。

AWS Proton での属性ベースのアクセスコントロール (ABAC)

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート はい

属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) は、属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略で
す。AWS では、属性はタグと呼ばれます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール)、および多
数の AWS リソースに添付できます。エンティティとリソースのタグ付けは、ABAC の最初のステップで
す。その後、プリンシパルのタグがアクセスしようとしているリソースのタグと一致した場合に操作を許
可するように ABAC ポリシーをします。

ABAC は、急速に成長している環境でポリシー管理が面倒な状況に役立ちます。

タグに基づいてアクセスを管理するには、aws: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 条件要素 でタグ情報を提供します。

サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの
値ははいです。サービスが一部のリソースタイプに対してのみ 3 つの条件キーすべてをサポートする場
合、値は部分的です。

ABAC の詳細については、IAM ユーザーガイドの「ABAC とは?」を参照してください。ABAC を設定する
手順を示したチュートリアルを表示するには、IAM ユーザーガイドの 「属性ベースのアクセスコントロー
ル (ABAC) を使用する」を参照してください。

AWS Proton リソースのタグ付けの詳細については、AWS Protonリソースとタグ付け (p. 260)を参照し
てください。

AWS Proton での一時的な認証情報の使用

一時認証情報のサポート はい

AWS のサービス には、一時認証情報を使用してサインインしても機能しないものがあります。一時的な
認証情報を利用できる AWS のサービス を含めた詳細情報については、IAM ユーザーガイドの「IAM と連
携する AWS のサービス」を参照してください。

ユーザー名とパスワード以外の方法で AWS Management Console にサインインする場合は、一時認証情
報を使用していることになります。例えば、会社の Single Sign-On (SSO) リンクを使用して AWS にアク
セスすると、そのプロセスは自動的に一時認証情報を作成します。また、ユーザーとしてコンソールにサ
インインしてからロールを切り替える場合も、一時認証情報が自動的に作成されます。ロールの切り替え
に関する詳細については、IAM ユーザーガイドの「ロールへの切り替え (コンソール)」を参照してくださ
い。

一時認証情報は、AWS CLI または AWS API を使用して手動で作成できます。作成後、一時認証情報を使
用して AWS にアクセスできるようになります。AWS は、長期的なアクセスキーを使用する代わりに、一
時認証情報を動的に生成することをお勧めします。詳細については、「IAM の一時的セキュリティ認証情
報」を参照してください。

AWS Proton のクロスサービスプリンシパル許可

プリンシパル許可のサポート はい
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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ユーザーは、プリンシパルと見なさ
れます。ポリシーは、プリンシパルにアクセス許可を付与します。一部のサービスを使用する際に、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、「サービス認可リファレンス」の「AWS Proton のアクション、リ
ソース、および条件キー」を参照してください。

AWS Proton のサービスロール

サービスロールに対するサポート はい

サービスロールとは、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。

詳細については、「AWS ProtonIAM サービスロールポリシーの例 (p. 226)」を参照してください。
Warning

サービスロールの許可を変更すると、AWS Proton の機能が破損する可能性があります。AWS 
Proton が指示する場合以外は、サービスロールを編集しないでください。

AWS Proton のサービスリンクロール

サービスにリンクされたロールのサポート はい

サービスリンクロールは、AWS のサービス にリンクされている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。

サービスにリンクされたロールの作成または管理の詳細については、「IAM と提携する AWS のサービ
ス」を参照してください。表の中から、[Service-linked role] (サービスにリンクされたロール) 列に Yes と
記載されたサービスを見つけます。サービスリンクロールに関するドキュメントをサービスで表示するに
は、[Yes] (はい) リンクを選択します。

AWS Proton のポリシーの例
以下のセクションに示すAWS Proton IAM ポリシーの例をご覧ください。

トピック
• AWS Proton のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 224)
• AWS ProtonIAM サービスロールポリシーの例 (p. 226)
• の条件キーベースのポリシーの例AWS Proton (p. 231)

AWS Proton のアイデンティティベースのポリシーの例
デフォルトでは、 ユーザーおよびロールには、AWS Proton 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。また、AWS Management Console、AWS Command Line Interface (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、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継ぐことができます。
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これらサンプルの JSON ポリシードキュメントを使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作
成する方法については、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。

AWS Proton が定義するアクションとリソースタイプ (リソースタイプごとの ARN の形式を含む) の詳細
については、サービス認証リファレンスの「AWS Proton のアクション、リソース、および条件キー」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. 225)
• AWS Proton のアイデンティティベースのポリシーのリンクの例 (p. 225)

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 AWS Proton 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。

AWS Proton のアイデンティティベースのポリシーのリンクの例

AWS Proton のアイデンティティベースのポリシーのリンクの例

• AWS Proton の AWS マネージドポリシー (p. 233)
• AWS ProtonIAM サービスロールポリシーの例 (p. 226)
• の条件キーベースのポリシーの例AWS Proton (p. 231)
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AWS ProtonIAM サービスロールポリシーの例
管理者は、環境テンプレートとサービステンプレートの定義に従って、AWS Proton作成したリソースを所
有および管理します。IAM サービスロールをアカウントにアタッチし、AWS Protonユーザーに代わってリ
ソースを作成することを許可します。管理者は、AWS ProtonAWS Protonアプリケーションをサービスと
してデプロイする際に、後ほどデベロッパーによって所有および管理されるリソースについての IAMAWS 
Key Management ServiceAWS Proton ロールとキーを提供します。AWS KMS およびデータ暗号化の詳細
については、「AWS Proton でのデータ保護 (p. 249)」を参照してください。

サービスロールは、AWS Protonユーザーに代わってリソースを呼び出せるようにする Amazon Web 
Services (IAM) ロールです。サービスロールを指定する場合、AWS Proton はロールの認証情報を使用しま
す。サービスロールを使用して、AWS Proton実行できるアクションを明示的に指定します。

IAM サービスを使用して、サービスロールとアクセス許可ポリシーを作成します。ロールの作成について
詳しくは、IAM ユーザーガイドの「AWS のサービスに許可を委任するロールの作成」を参照してくださ
い。

AWS Protonを使用するプロビジョニング用のサービスロールAWS 
CloudFormation

プラットフォームチームのメンバーとして、AWS Proton管理者としてサービスロールを作
成し、AWS Proton環境を作成するときに、CloudFormationそれを環境のサービスロール 
(CreateEnvironmentAPIprotonServiceRoleArn アクションのパラメーター) として提供できます。この
ロールを使用するとAWS Proton、AWS環境またはそこで実行されているサービスインスタンスがマネー
ジドプロビジョニングを使用している場合や、インフラストラクチャをプロビジョニングする場合に、
ユーザーに代わって他のサービスに API 呼び出しを行うことができます。AWS CloudFormation

AWS Protonサービスロールには、以下の IAM ロールと信頼ポリシーを使用することをお勧めしま
す。AWS Protonコンソールを使用して環境を作成し、新しいロールを作成することを選択すると、AWS 
Protonこのポリシーが自動的に作成されるサービスロールに追加されます。このポリシーのアクセス許可
をスコープダウンしようとする場合、AWS ProtonAccess Deniedエラーが発生すると失敗することに留
意してください。

Important

次の例に示すポリシーは、テンプレートをアカウントに登録できるすべてのユーザーに管理者権
限を付与するので注意してください。AWS Protonテンプレートでどのリソースが定義されるかは
わからないので、これらのポリシーは幅広いアクセス許可を持ちます。環境にデプロイされる特
定のリソースへのアクセス許可をスコープダウンすることをお勧めします。

AWS Protonのサービスロールポリシーの例AWS CloudFormation

123456789012 を AWS アカウント ID に置き換えます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "cloudformation:CancelUpdateStack", 
        "cloudformation:ContinueUpdateRollback", 
        "cloudformation:CreateChangeSet", 
        "cloudformation:CreateStack", 
        "cloudformation:DeleteChangeSet", 
        "cloudformation:DeleteStack", 
        "cloudformation:DescribeChangeSet", 
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus", 
        "cloudformation:DescribeStackEvents", 
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        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts", 
        "cloudformation:DescribeStacks", 
        "cloudformation:DetectStackResourceDrift", 
        "cloudformation:ExecuteChangeSet", 
        "cloudformation:ListChangeSets", 
        "cloudformation:ListStackResources", 
        "cloudformation:UpdateStack" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:cloudformation:*:123456789012:stack/AWSProton-*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "NotAction": [ 
        "organizations:*", 
        "account:*" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "ForAnyValue:StringEquals": { 
          "aws:CalledVia": [ 
            "cloudformation.amazonaws.com" 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "organizations:DescribeOrganization", 
        "account:ListRegions" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "ForAnyValue:StringEquals": { 
          "aws:CalledVia": [ 
            "cloudformation.amazonaws.com" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

AWS Protonサービストラストポリシー

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Sid": "ServiceTrustRelationshipWithConfusedDeputyPrevention", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
      "Service": "proton.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Condition": { 
      "StringEquals": { 
        "aws:SourceAccount": "123456789012" 
      }, 
      "ArnLike": { 
        "aws:SourceArn": "arn:aws::proton:*:123456789012:environment/*" 
      } 
    } 
  }
}
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AWS対象範囲を絞った管理型プロビジョニングサービスロールポリシー

次に示すのは、S3AWS ProtonAWS Proton リソースをプロビジョニングするサービスが必要な場合に使用
できるスコープダウンされたサービスロールポリシーの例です。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "cloudformation:CancelUpdateStack", 
        "cloudformation:ContinueUpdateRollback", 
        "cloudformation:CreateChangeSet", 
        "cloudformation:CreateStack", 
        "cloudformation:DeleteChangeSet", 
        "cloudformation:DeleteStack", 
        "cloudformation:DescribeChangeSet", 
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus", 
        "cloudformation:DescribeStackEvents", 
        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts", 
        "cloudformation:DescribeStacks", 
        "cloudformation:DetectStackResourceDrift", 
        "cloudformation:ExecuteChangeSet", 
        "cloudformation:ListChangeSets", 
        "cloudformation:ListStackResources", 
        "cloudformation:UpdateStack" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:cloudformation:*:123456789012:stack/AWSProton-*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:*" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "ForAnyValue:StringEquals": { 
          "aws:CalledVia": [ 
            "cloudformation.amazonaws.com" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

AWS ProtonCodeBuildプロビジョニングのサービスロール

プラットフォームチームのメンバーとして、AWS Proton管理者としてサービスロール
を作成し、AWS Proton環境を作成するときに、CodeBuildそれを環境のサービスロール 
(CreateEnvironmentAPIcodebuildRoleArn アクションのパラメーター) として提供できます。このロー
ルを使用するとAWS Proton、CodeBuild環境またはその中で実行されているサービスインスタンスがプロ
ビジョニングを使用してインフラストラクチャをプロビジョニングするときに、ユーザーに代わって他の
サービスに API 呼び出しを行うことができます。

AWS Protonコンソールを使用して環境を作成し、新しいロールを作成することを選択すると、AWS 
Proton作成されるサービスロールに管理者権限を持つポリシーが追加されます。独自のロールを作成して
権限の範囲を狭める場合は、AWS ProtonAccess Deniedエラーが発生すると失敗することに注意してく
ださい。
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Important

AWS Proton作成されるロールにアタッチされるポリシーは、テンプレートをアカウントに登録で
きるすべてのユーザーに管理者権限を付与するので注意してください。AWS Protonテンプレート
でどのリソースが定義されるかはわからないので、これらのポリシーは幅広いアクセス許可を持
ちます。環境にデプロイされる特定のリソースへのアクセス許可をスコープダウンすることをお
勧めします。

AWS Protonのサービスロールポリシーの例CodeBuild

次の例は、CodeBuildを使用してリソースをプロビジョニングするための権限を提供しますAWS Cloud 
Development Kit (AWS CDK)。

123456789012 を AWS アカウント ID に置き換えます。

 { 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": [ 
        "logs:CreateLogStream", 
        "logs:CreateLogGroup", 
        "logs:PutLogEvents" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/codebuild/AWSProton-   Shell-
*", 
        "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/codebuild/AWSProton-   Shell-
*:*" 
      ], 
      "Effect": "Allow" 
    }, 
    { 
      "Action": "proton:NotifyResourceDeploymentStatusChange", 
      "Resource": "arn:aws:proton:us-east-1:123456789012:*", 
      "Effect": "Allow" 
    }, 
    { 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:iam::123456789012:role/cdk-*-deploy-role-*", 
        "arn:aws:iam::123456789012:role/cdk-*-file-publishing-role-*" 
      ], 
      "Effect": "Allow" 
    } 
  ]
}

AWS ProtonCodeBuild 信頼ポリシー

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Sid": "CodeBuildTrustRelationshipWithConfusedDeputyPrevention", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
      "Service": "codebuild.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Condition": { 
      "StringEquals": { 
        "aws:SourceAccount": "123456789012" 
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      }, 
      "ArnLike": { 
        "aws:SourceArn": "arn:aws::proton:*:123456789012:environment/*" 
      } 
    } 
  }
}

AWS Protonパイプラインサービスロール

サービスパイプラインをプロビジョニングするには、他のサービスへの APIAWS Proton 呼び出しを行
う権限が必要です。必要なサービスロールは、環境を作成するときに提供するサービスロールと似てい
ます。ただし、AWSパイプラインを作成するためのロールはアカウント内のすべてのサービスで共有さ
れ、これらのロールはコンソールのアカウント設定として、または UpdateAccountSettingsAPI アクション
を通じて指定します。

AWS Protonコンソールを使用してアカウント設定を更新し、AWS CloudFormationCodeBuildまたはサー
ビスロールのいずれかに新しいロールを作成することを選択した場合、AWS Proton作成されるサービス
ロールに追加されるポリシーは、CodeBuildプロビジョニングロール (p. 228)前のセクションで説明した
ポリシーと同じになります。AWS-マネージドプロビジョニングロール (p. 226)このポリシーのアクセス
許可をスコープダウンしようとする場合、AWS ProtonAccess Deniedエラーが発生すると失敗すること
に留意してください。

Important

前のセクションのポリシーの例では、テンプレートをアカウントに登録できるすべてのユーザー
に管理者権限を付与するので注意してください。AWS Protonテンプレートでどのリソースが定義
されるかはわからないので、これらのポリシーは幅広いアクセス許可を持ちます。パイプライン
にデプロイされる特定のリソースへのアクセス許可をスコープダウンすることをお勧めします。

AWS Protonコンポーネントロール

プラットフォームチームの一員として、AWS Proton管理者としてサービスロールを作成
し、AWS Proton環境を作成するときに、CloudFormationそれを環境のコンポーネントロール 
(CreateEnvironmentAPIcomponentRoleArn アクションのパラメーター) として提供できます。このロー
ルは、直接定義したコンポーネントがプロビジョニングできるインフラストラクチャの範囲を絞り込みま
す。コンポーネントの詳細については、「コンポーネント (p. 191)」を参照してください。

次のポリシー例では、Amazon SSimple Storage Service (Amazon S3) バケットと関連するアクセスポリ
シーをプロビジョニングする直接定義されたコンポーネントの作成をサポートしています。

AWS Protonコンポーネントロールポリシーの例

123456789012 を AWS アカウント ID に置き換えます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "cloudformation:CancelUpdateStack", 
        "cloudformation:CreateChangeSet", 
        "cloudformation:DeleteChangeSet", 
        "cloudformation:DescribeStacks", 
        "cloudformation:ContinueUpdateRollback", 
        "cloudformation:DetectStackResourceDrift", 
        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts", 
        "cloudformation:DescribeStackEvents", 
        "cloudformation:CreateStack", 
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        "cloudformation:DeleteStack", 
        "cloudformation:UpdateStack", 
        "cloudformation:DescribeChangeSet", 
        "cloudformation:ExecuteChangeSet", 
        "cloudformation:ListChangeSets", 
        "cloudformation:ListStackResources" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:cloudformation:*:123456789012:stack/AWSProton-*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:CreateBucket", 
        "s3:DeleteBucket", 
        "s3:GetBucket", 
        "iam:CreatePolicy", 
        "iam:DeletePolicy", 
        "iam:GetPolicy", 
        "iam:ListPolicyVersions", 
        "iam:DeletePolicyVersion" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "ForAnyValue:StringEquals": { 
          "aws:CalledVia": "cloudformation.amazonaws.com" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

AWS Protonコンポーネント信頼ポリシー

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Sid": "ServiceTrustRelationshipWithConfusedDeputyPrevention", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
      "Service": "proton.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Condition": { 
      "StringEquals": { 
        "aws:SourceAccount": "123456789012" 
      }, 
      "ArnLike": { 
        "aws:SourceArn": "arn:aws::proton:*:123456789012:environment/*" 
      } 
    } 
  }
}

の条件キーベースのポリシーの例AWS Proton
次の IAM ポリシーの例では、Conditionブロック内で指定したテンプレートに一致するAWS 
Protonアクションへのアクセスを拒否します。これらの条件キーは、「のアクション、リソー
ス、および条件キー」に挙げたアクションでのみサポートされることに注意してくださいAWS 
Proton。DeleteEnvironmentTemplate などの他のアクションについてのアクセス許可を管理するに
は、リソースレベルのアクセス制御を使用する必要があります。

AWS Proton特定のテンプレートに対するテンプレートアクションを拒否するポリシーの例:
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": ["proton:*"], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEqualsIfExists": { 
                    "proton:EnvironmentTemplate": 
 ["arn:aws:proton:region_id:123456789012:environment-template/my-environment-template"] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": ["proton:*"], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEqualsIfExists": { 
                    "proton:ServiceTemplate": 
 ["arn:aws:proton:region_id:123456789012:service-template/my-service-template"] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

次のポリシーの例では、リソースレベルの 1 文目で、AWS ProtonResourceブロック内のリストにある
サービステンプレートに一致するもの以外のListServiceTemplates、テンプレートアクションへの
アクセスを拒否します。2 文目は、Conditionブロック内のリストにあるテンプレートに一致するAWS 
Protonアクションへのアクセスを拒否します。

特定のテンプレートを照合するAWS Protonアクションを拒否するポリシーの例:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "proton:*" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:region_id:123456789012:service-template/my-service-
template" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "proton:*" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEqualsIfExists": { 
                    "proton:ServiceTemplate": [ 
                        "arn:aws:proton:region_id:123456789012:service-template/my-service-
template" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}
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最後のポリシー例では、Conditionブロック内に挙げた特定のサービステンプレートに一致するAWS 
Protonデベロッパーアクションを許可します。

特定のテンプレートを照合するAWS Protonデベロッパーアクションを許可するポリシーの例:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "proton:ListServiceTemplates", 
                "proton:ListServiceTemplateVersions", 
                "proton:ListServices", 
                "proton:ListServiceInstances", 
                "proton:ListEnvironments", 
                "proton:GetServiceTemplate", 
                "proton:GetServiceTemplateVersion", 
                "proton:GetService", 
                "proton:GetServiceInstance", 
                "proton:GetEnvironment", 
                "proton:CreateService", 
                "proton:UpdateService", 
                "proton:UpdateServiceInstance", 
                "proton:UpdateServicePipeline", 
                "proton:DeleteService", 
                "codestar-connections:ListConnections" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEqualsIfExists": { 
                    "proton:ServiceTemplate": 
 "arn:aws:proton:region_id:123456789012:service-template/my-service-template" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codestar-connections:PassConnection" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "codestar-connections:PassedToService": "proton.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 

    ]
}

AWS Proton の AWS マネージドポリシー
ユーザー、グループ、ロールに許可を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS マネージ
ドポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマーマネージドポリ
シーを作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開始するために、AWS マネージドポリ
シーを使用できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースをターゲット範囲に含めており、AWS 
アカウント で利用できます。AWS マネージドポリシーの詳細については、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。

AWS のサービス は、AWS マネージドポリシーを維持し、更新します。AWS マネージドポリシーの許可
を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネージ
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ドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、す
べてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上げら
れた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリシー
を更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しないた
め、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。

さらに、AWS では、複数のサービスにまたがるジョブ機能のためのマネージドポリシーもサポートしてい
ます。例えば、ReadOnlyAccess AWS マネージドポリシーでは、すべての AWS のサービス およびリソー
スへの読み取り専用アクセスを許可します。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS は、追
加された演算とリソースに対し、読み込み専用の許可を追加します。ジョブ機能ポリシーのリストと説明
については、IAM ユーザーガイドのジョブ機能の AWS 管理ポリシーを参照してください。

AWS Protonでは、ユーザー、グループ、またはロールにアタッチして、リソースや API オペレーション
で異なる制御レベルを使用できるマネージド IAM ポリシーと信頼関係を提供しています。これらのポリ
シーを直接適用することも、独自のポリシーを作成する開始点として使用することもできます。

以下の信頼関係は、AWS Proton マネージドポリシーごとに使用されます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Sid": "ExampleTrustRelationshipWithProtonConfusedDeputyPrevention", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
      "Service": "proton.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Condition": { 
      "StringEquals": { 
        "aws:SourceAccount": "123456789012" 
      }, 
      "ArnLike": { 
        "aws:SourceArn": "arn:aws::proton:*:123456789012:environment/*" 
      } 
    } 
  }
}

AWS マネージドポリシー: AWSProtonFullAccess
IAMAWSProtonFullAccess エンティティにアタッチできます。 AWS Protonまた、AWS Protonこのポリ
シーをサービスのロールにアタッチし、ユーザーに代わってアクションを実行することが可能になりま
す。

このポリシーは、アクションへの完全なアクセスと、AWS ProtonAWSAWS Proton依存する他のサービス
アクションへの制限付きアクセスを可能にする許可を付与します。

ポリシーには次のキーアクション名前空間が含まれています。

• proton — 管理者に AWS Proton API へのフルアクセスを許可します。
• iam — 管理者が AWS Proton にロールを渡せるようになります。これは AWS Proton が管理者に代わっ

て他のサービスを API コールで呼び出せるようにするうえで必須です。
• kms — 管理者にカスタマーマネージドキーへの権限の追加を許可します。
• codestar-connections — 管理者が CodeStar 接続をリストにして AWS Proton に渡せるようにしま

す。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。
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{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "proton:*", 
        "kms:ListAliases", 
        "kms:DescribeKey", 
        "codestar-connections:ListConnections" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "kms:CreateGrant" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "kms:ViaService": "proton.*.amazonaws.com" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "iam:PassRole" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "iam:PassedToService": "proton.amazonaws.com" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sync.proton.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForProtonSync", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "iam:AWSServiceName": "sync.proton.amazonaws.com" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "codestar-connections:PassConnection" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "codestar-connections:PassedToService": "proton.amazonaws.com" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}
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AWS マネージドポリシー: AWSProtonDeveloperAccess
IAMAWSProtonDeveloperAccess エンティティにアタッチできます。 AWS Protonまた、AWS Protonこの
ポリシーをサービスのロールにアタッチし、ユーザーに代わってアクションを実行することが可能になり
ます。

このポリシーは、AWS ProtonAWSAWS Protonアクションやそれに依存する他のアクションへの制限付き
アクセスを許可する権限を付与します。これらの権限の範囲は、AWS Protonサービスを作成してデプロイ
する開発者の役割をサポートするように設計されています。

このポリシーでは、AWS Protonテンプレートや環境の作成、削除、更新 API へのアクセスは提供してい
ません。開発者がこのポリシーで提供する権限よりもさらに限定的な権限を必要とする場合は、権限を最
小限にするように範囲を狭めたカスタムポリシーを作成することをお勧めします。

ポリシーには次のキーアクション名前空間が含まれています。

• proton— 寄稿者が限定されたAWS Proton API セットにアクセスできるようにします。
• codestar-connections— 寄稿者が CodeStar 接続をリストにしてに渡せるようにしますAWS 

Proton。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "codecommit:ListRepositories", 
        "codepipeline:GetPipeline", 
        "codepipeline:GetPipelineExecution", 
        "codepipeline:GetPipelineState", 
        "codepipeline:ListPipelineExecutions", 
        "codepipeline:ListPipelines", 
        "codestar-connections:ListConnections", 
        "codestar-connections:UseConnection", 
        "proton:CancelServiceInstanceDeployment", 
        "proton:CancelServicePipelineDeployment", 
        "proton:CreateService", 
        "proton:DeleteService", 
        "proton:GetAccountRoles", 
        "proton:GetAccountSettings", 
        "proton:GetEnvironment", 
        "proton:GetEnvironmentAccountConnection", 
        "proton:GetEnvironmentTemplate", 
        "proton:GetEnvironmentTemplateMajorVersion", 
        "proton:GetEnvironmentTemplateMinorVersion", 
        "proton:GetEnvironmentTemplateVersion", 
        "proton:GetRepository", 
        "proton:GetRepositorySyncStatus", 
        "proton:GetResourcesSummary", 
        "proton:GetService", 
        "proton:GetServiceInstance", 
        "proton:GetServiceTemplate", 
        "proton:GetServiceTemplateMajorVersion", 
        "proton:GetServiceTemplateMinorVersion", 
        "proton:GetServiceTemplateVersion", 
        "proton:GetTemplateSyncConfig", 
        "proton:GetTemplateSyncStatus", 
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        "proton:ListEnvironmentAccountConnections", 
        "proton:ListEnvironmentOutputs", 
        "proton:ListEnvironmentProvisionedResources", 
        "proton:ListEnvironments", 
        "proton:ListEnvironmentTemplateMajorVersions", 
        "proton:ListEnvironmentTemplateMinorVersions", 
        "proton:ListEnvironmentTemplates", 
        "proton:ListEnvironmentTemplateVersions", 
        "proton:ListRepositories", 
        "proton:ListRepositorySyncDefinitions", 
        "proton:ListServiceInstanceOutputs", 
        "proton:ListServiceInstanceProvisionedResources", 
        "proton:ListServiceInstances", 
        "proton:ListServicePipelineOutputs", 
        "proton:ListServicePipelineProvisionedResources", 
        "proton:ListServices", 
        "proton:ListServiceTemplateMajorVersions", 
        "proton:ListServiceTemplateMinorVersions", 
        "proton:ListServiceTemplates", 
        "proton:ListServiceTemplateVersions", 
        "proton:ListTagsForResource", 
        "proton:UpdateService", 
        "proton:UpdateServiceInstance", 
        "proton:UpdateServicePipeline", 
        "s3:ListAllMyBuckets", 
        "s3:ListBucket" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "codestar-connections:PassConnection", 
      "Resource": "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "codestar-connections:PassedToService": "proton.amazonaws.com" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

AWS マネージドポリシー: AWSProtonReadOnlyAccess
IAMAWSProtonReadOnlyAccess エンティティにアタッチできます。 AWS Protonまた、AWS Protonこの
ポリシーをサービスのロールにアタッチし、ユーザーに代わってアクションを実行することが可能になり
ます。

このポリシーは、AWS Protonアクションへの読み取り専用アクセスを可能にする許可を付与
し、AWSAWS Proton依存する他のサービスアクションには制限付き読み取り専用アクセスを許可する許
可を付与します。

ポリシーには次のキーアクション名前空間が含まれています。

• proton — 共同作成者に AWS Proton API への読み取り専用アクセスを許可します。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
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  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "codepipeline:ListPipelineExecutions", 
        "codepipeline:ListPipelines", 
        "codepipeline:GetPipeline", 
        "codepipeline:GetPipelineState", 
        "codepipeline:GetPipelineExecution", 
        "proton:GetAccountRoles", 
        "proton:GetAccountSettings", 
        "proton:GetEnvironment", 
        "proton:GetEnvironmentAccountConnection", 
        "proton:GetEnvironmentTemplate", 
        "proton:GetEnvironmentTemplateMajorVersion", 
        "proton:GetEnvironmentTemplateMinorVersion", 
        "proton:GetEnvironmentTemplateVersion", 
        "proton:GetRepository", 
        "proton:GetRepositorySyncStatus", 
        "proton:GetResourcesSummary", 
        "proton:GetService", 
        "proton:GetServiceInstance", 
        "proton:GetServiceTemplate", 
        "proton:GetServiceTemplateMajorVersion", 
        "proton:GetServiceTemplateMinorVersion", 
        "proton:GetServiceTemplateVersion", 
        "proton:GetTemplateSyncConfig", 
        "proton:GetTemplateSyncStatus", 
        "proton:ListEnvironmentAccountConnections", 
        "proton:ListEnvironmentOutputs", 
        "proton:ListEnvironmentProvisionedResources", 
        "proton:ListEnvironments", 
        "proton:ListEnvironmentTemplateMajorVersions", 
        "proton:ListEnvironmentTemplateMinorVersions", 
        "proton:ListEnvironmentTemplates", 
        "proton:ListEnvironmentTemplateVersions", 
        "proton:ListRepositories", 
        "proton:ListRepositorySyncDefinitions", 
        "proton:ListServiceInstanceOutputs", 
        "proton:ListServiceInstanceProvisionedResources", 
        "proton:ListServiceInstances", 
        "proton:ListServicePipelineOutputs", 
        "proton:ListServicePipelineProvisionedResources", 
        "proton:ListServices", 
        "proton:ListServiceTemplateMajorVersions", 
        "proton:ListServiceTemplateMinorVersions", 
        "proton:ListServiceTemplates", 
        "proton:ListServiceTemplateVersions", 
        "proton:ListTagsForResource" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
} 

AWS マネージドポリシー: AWSProtonSyncServiceRolePolicy
AWS Protonこのポリシーを、AWSServiceRoleForProtonSyncAWS Protonテンプレート同期の実行を許可
するサービスにリンクされたロールにアタッチします。

このポリシーは、AWS ProtonAWSAWS Protonアクションやそれに依存する他のサービスアクションへの
制限付きアクセスを許可する権限を付与します。

ポリシーには次のキーアクション名前空間が含まれています。
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• proton — AWS Proton 同期に AWS Proton API への制限付きアクセスを許可します。
• codestar-connections—AWS Proton 同期に AWSCodeStar 接続 API への制限付きアクセスを許可

します。

の権限の詳細については、「AWSProtonSyncServiceRolePolicyのサービスにリンクされたロールの権限」
を参照してくださいAWS Proton。

AWS マネージドポリシー: 
AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess
CodeBuildAWS ProtonCodeBuildプロビジョニング用のビルドを実行するには権限が必要で
す。AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccessCodeBuildプロビジョニングロールにアタッチ
できます。

このポリシーは、AWS ProtonCodeBuild プロビジョニングが機能するための最低限の権限を付与しま
す。CodeBuildビルドログを生成できる権限を付与します。また、Protonがコードとしてのインフラストラ
クチャ（IaC）AWS Protonの出力をユーザーが利用できるようにする許可も与えます。IaC ツールがイン
フラストラクチャを管理するために必要な権限は提供されません。

ポリシーには次のキーアクション名前空間が含まれています。

• logs‐CodeBuild ビルドログを生成できます。CodeBuildこの許可がないと、起動されません。
• proton‐CodeBuildaws proton notify-resource-deployment-status-changeAWS Proton プ

ロビジョニングコマンドが特定のリソースの IaAC 出力を更新するために呼び出すことを許可します。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

{ 
 "Version": "2012-10-17", 
 "Statement": [ 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "logs:CreateLogStream", 
    "logs:CreateLogGroup", 
    "logs:PutLogEvents" 
   ], 
   "Resource": [ 
    "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/AWSProton-*" 
   ] 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": "proton:NotifyResourceDeploymentStatusChange", 
   "Resource": "arn:aws:proton:*:*:*" 
  } 
 ]
}

AWS マネージドポリシー: 
AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy
AWS Protonこのポリシーを、AWSServiceRoleForProtonCodeBuildProvisioningAWS ProtonCodeBuild
ベースのプロビジョニングを実行できるサービスにリンクされたロールにアタッチします。
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このポリシーは、AWSAWS Protonに依存するサービスアクションへの制限付きアクセスを可能にする許
可を付与します。

ポリシーには次のキーアクション名前空間が含まれています。

• cloudformation—AWS ProtonCodeBuild ベースプロビジョニングによるAWS CloudFormation API 
への制限付きアクセスを許可します。

• codebuild—AWS ProtonCodeBuild ベースプロビジョニングによるCodeBuild API への制限付きアクセ
スを許可します。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "cloudformation:CreateStack", 
        "cloudformation:CreateChangeSet", 
        "cloudformation:DeleteChangeSet", 
        "cloudformation:DeleteStack", 
         
        "cloudformation:DescribeStacks", 
        "cloudformation:ListStackResources" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSProton-CodeBuild-*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "codebuild:CreateProject", 
        "codebuild:DeleteProject", 
         
        "codebuild:StartBuild", 
        "codebuild:StopBuild", 
        "codebuild:RetryBuild", 
        "codebuild:BatchGetBuilds", 
        "codebuild:BatchGetProjects" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:codebuild:*:*:project/AWSProton*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "iam:PassRole", 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEqualsIfExists": { 
          "iam:PassedToService": "codebuild.amazonaws.com" 
        } 
      } 
    }    
  ]
}
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AWS管理ポリシー: AwsProtonServiceGitSyncServiceRolePolicy
AWS Protonこのポリシーを、 AwsProtonServiceGitSyncServiceRolePolicyAWS Protonサービスの同期を
実行できるサービスにリンクされたロールにアタッチします。

このポリシーは、AWS ProtonAWSAWS Protonアクションやそれに依存する他のサービスアクションへの
制限付きアクセスを許可する権限を付与します。

ポリシーには次のキーアクション名前空間が含まれています。

• proton— AWS Proton 同期に AWS Proton API への制限付きアクセスを許可します。

の権限の詳細については、「 AwsProtonServiceGitSyncServiceRolePolicyのサービスにリンクされたロー
ルの権限」を参照してくださいAWS Proton。

AWS Proton マネージドポリシーの AWS 更新
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 AWS Proton 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、AWS Proton [Document 
history] (ドキュメントの履歴) ページの RSS フィードをサブスクライブしてください。

変更 説明 日付

AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy (p. 239)
– 既存ポリシーへの更新。

AWS Protonこのポリシー
を更新して権限を追加
し、CodeBuildCodeBuild 
Provisioningを使用するために必
要な同時ビルド制限がアカウン
トに設定されていることを確認
しました。

2023 年 5 月 12 日

AwsProtonServiceGitSyncServiceRole
ポリシー (p. 241) — 新しいポ
リシー

AWS ProtonAWS Protonサービ
スの同期を許可する新しいポリ
シーを追加しました。ポリシー
は、AWSServiceRoleForProtonServiceSyncサー
ビスにリンクされたロールで使
用されます。

2023 年 3 月 31 日

AWSProtonDeveloperAccess (p. 236)
– 既存ポリシーへの更新。

AWS Protonテンプレー
トの概要、デプロイさ
れたテンプレートリソー
ス、GetResourcesSummaryお
よび古くなったリソースを表示
できる新しいアクションが追加
されました。

2022 年 11 月 18 日

AWSProtonReadOnlyAccess (p. 237)
– 既存ポリシーへの更新。

AWS Protonテンプレー
トの概要、デプロイさ
れたテンプレートリソー
ス、GetResourcesSummaryお
よび古くなったリソースを表示
できる新しいアクションが追加
されました。

2022 年 11 月 18 日

AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess (p. 239)
- 新しいポリシー

AWS ProtonCodeBuildAWS 
ProtonCodeBuildプロビジョニン
グ用のビルドを実行するために

2022 年 11 月 16 日
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変更 説明 日付
必要な権限を与える新しいポリ
シーを追加しました。

AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy (p. 238)
- 新しいポリシー

AWS ProtonAWS 
ProtonCodeBuildベースプロビ
ジョニングに関連する操作を実
行できるようにする新しいポリ
シーを追加しました。ポリシー
は、AWSServiceRoleForProtonCodeBuildProvisioning (p. 246)サー
ビスにリンクされたロールで使
用されます。

2022 年 9 月 02 日

AWSProtonFullAccess (p. 234)
– 既存ポリシーへの更新。

AWS Protonこのポリシーを更新
して、新しいAWS Proton API 操
作へのアクセスを提供し、AWS 
Proton一部のコンソール操作の権
限問題を修正しました。

2022 年 3 月 30 日

AWSProtonDeveloperAccess (p. 236)
– 既存ポリシーへの更新。

AWS Protonこのポリシーを更新
して、新しいAWS Proton API 操
作へのアクセスを提供し、AWS 
Proton一部のコンソール操作の権
限問題を修正してください。

2022 年 3 月 30 日

AWSProtonReadOnlyAccess (p. 237)
– 既存ポリシーへの更新。

AWS Protonこのポリシーを更新
して、新しいAWS Proton API 操
作へのアクセスを提供し、AWS 
Proton一部のコンソール操作の権
限問題を修正してください。

2022 年 3 月 30 日

AWSProtonSyncServiceRolePolicy (p. 238)
- 新しいポリシー

AWS ProtonAWS Protonテ
ンプレート同期に関連す
る操作を実行できるよう
にする新しいポリシーが追
加されました。ポリシー
は、AWSServiceRoleForProtonSync (p. 243)サー
ビスにリンクされたロールで使
用されます。

2021 年 11 月 23 日

AWSProtonFullAccess (p. 234)
- 新しいポリシー

AWS ProtonにAWS Proton 
APIAWS Proton オペレーション
とコンソールへのアクセスを許
可する新しいポリシーを追加し
ました。

2021 年 6 月 9 日

AWSProtonDeveloperAccess (p. 236)
- 新しいポリシー

AWS Proton開発者ロールにAWS 
Proton APIAWS Proton オペレー
ションとコンソールへのアクセ
スを提供する新しいポリシーを
追加しました。

2021 年 6 月 9 日

AWSProtonReadOnlyAccess (p. 237)
- 新しいポリシー

AWS ProtonにAWS Proton 
APIAWS Proton オペレーション
とコンソールへの読み取り専用
アクセスを許可する新しいポリ
シーを追加しました。

2021 年 6 月 9 日
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変更 説明 日付

AWS Proton は変更の追跡を開始
しました

AWS Proton は 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 6 月 9 日

AWS Proton のサービスリンクロールの使用
AWS Proton は AWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリンクされたロールを使用しま
す。サービスにリンクされたロールは、AWS Proton に直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールで
す。サービスにリンクされたロールは、AWS Proton による事前定義済みのロールであり、ユーザーに代
わってサービスから他の AWS のサービスを呼び出すために必要なすべての許可を備えています。

トピック
• AWS Proton同期にロールを使用する (p. 243)
• CodeBuildロールを使ったベースプロビジョニング (p. 246)

AWS Proton同期にロールを使用する
AWS Proton は AWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリンクされたロールを使用しま
す。サービスにリンクされたロールは、AWS Proton に直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールで
す。サービスにリンクされたロールは、AWS Proton による事前定義済みのロールであり、ユーザーに代
わってサービスから他の AWS のサービスを呼び出すために必要なすべての許可を備えています。

サービスリンクロールを使用すると、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がなくなるため、AWS 
Proton の設定が簡単になります。AWS Proton は、このサービスリンクロールのアクセス許可を定義しま
す。特に定義されている場合を除き、AWS Proton のみがそのロールを引き受けることができます。定義
される許可は、信頼ポリシーと許可ポリシーに含まれており、その許可ポリシーを他の IAM エンティティ
にアタッチすることはできません。

サービスリンクロールを削除するには、まずその関連リソースを削除します。これにより、リソースへの
意図しないアクセスによるアクセス許可の削除が防止され、AWS Proton リソースは保護されます。

サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスについては、「IAM と連動する AWS のサー
ビス」を参照し、[Service-linked roles] (サービスにリンクされたロール) の列内で [Yes] (はい) と表記され
たサービスを確認してください。そのサービスに関するサービスにリンクされたロールのドキュメントを
表示するには、リンクが設定されている [Yes] (はい) を選択します。

AWS Proton のサービスにリンクされたロールの許可

AWS Protonは、AWSServiceRoleForProtonSyncとという名前の 2 つのサービスにリンクされたロールを
使用しますAWSServiceRoleForProtonServiceSync。

AWSServiceRoleForProtonSync サービスにリンクされたロールは、ロールの引き受けについて以下のサー
ビスを信頼します。

• sync.proton.amazonaws.com

という名前のロール許可ポリシーはAWSProtonSyncServiceRolePolicy、AWS Proton指定されたリソース
に対して以下のアクションを実行することをに許可します。

• アクション:AWS Protonテンプレートとテンプレートバージョンの作成、管理、読み込み
• アクション:AWS CodeStar接続で接続を使用する
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AWSProtonSyncServiceRolePolicy

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "SyncToProton", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "proton:UpdateServiceTemplateVersion", 
        "proton:UpdateServiceTemplate", 
        "proton:UpdateEnvironmentTemplateVersion", 
        "proton:UpdateEnvironmentTemplate", 
        "proton:GetServiceTemplateVersion", 
        "proton:GetServiceTemplate", 
        "proton:GetEnvironmentTemplateVersion", 
        "proton:GetEnvironmentTemplate", 
        "proton:DeleteServiceTemplateVersion", 
        "proton:DeleteEnvironmentTemplateVersion", 
        "proton:CreateServiceTemplateVersion", 
        "proton:CreateServiceTemplate", 
        "proton:CreateEnvironmentTemplateVersion", 
        "proton:CreateEnvironmentTemplate", 
        "proton:ListEnvironmentTemplateVersions", 
        "proton:ListServiceTemplateVersions", 
        "proton:CreateEnvironmentTemplateMajorVersion", 
        "proton:CreateServiceTemplateMajorVersion" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Sid": "AccessGitRepos", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "codestar-connections:UseConnection" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*" 
    } 
  ]
}

詳細についてはAWSProtonSyncServiceRolePolicy、「AWS管理ポリシー:」を参照してください
AWSProtonSyncServiceRolePolicy。

AWSServiceRoleForProtonServiceSync サービスにリンクされたロールは、ロールの引き受けについて以
下のサービスを信頼します。

• service-sync.proton.amazonaws.com

という名前のロール許可ポリシーはAWSServiceRoleForProtonServiceSync、AWS Proton指定されたリ
ソースに対して以下のアクションを実行することをに許可します。

• アクション:AWS Protonサービスとサービスインスタンスの作成、管理、読み取り

AwsProtonServiceGitSyncServiceRoleポリシー

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

{ 
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 "Version": "2012-10-17", 
 "Statement": [ 
  { 
   "Sid": "ProtonServiceSync", 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "proton:GetService", 
    "proton:UpdateService", 
    "proton:UpdateServicePipeline", 
    "proton:CreateServiceInstance", 
    "proton:GetServiceInstance", 
    "proton:UpdateServiceInstance", 
    "proton:ListServiceInstances", 
    "proton:GetComponent", 
    "proton:CreateComponent", 
    "proton:ListComponents", 
    "proton:UpdateComponent", 
    "proton:GetEnvironment", 
    "proton:CreateEnvironment", 
    "proton:ListEnvironments", 
    "proton:UpdateEnvironment" 
   ], 
   "Resource": "*" 
  } 
 ]
}

ポリシーの詳細については、「 AwsProtonServiceSyncServiceRoleAWS管理ポリシー: 
AwsProtonServiceSyncServiceRoleポリシー」を参照してください。

サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除をIAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロールな
ど) に許可するには、許可を設定する必要があります。詳細については、IAM ユーザーガイド の「サービ
スリンクロールのアクセス許可」を参照してください。

AWS Proton のサービスにリンクされたロールの作成
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。リポジトリまたはサービスを同期す
るように設定するとAWS Management Console、、AWS CLI、またはAWS APIAWS Proton によって自動
的にサービスにリンクされたロールが作成されます。AWS Proton

このサービスにリンクされたロールを削除した後で再度作成する必要が生じた場合は、同じ方法でアカ
ウントにロールを再作成できます。同期用にリポジトリまたはサービスを設定するとAWS Proton、AWS 
Protonがサービスにリンクされたロールを再度作成します。

AWSServiceRoleForProtonSyncサービスにリンクされたロールを再作成するには、同期用にリポジトリを
設定し、再作成するにはAWSServiceRoleForProtonServiceSync、同期用のサービスを構成する必要があ
ります。

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

AWS Proton のサービスにリンクされたロールの削除
AWSServiceRoleForProtonSync ロールを手動で削除する必要はあり
ません。、、、、、、、、、、、、、、、、、、、AWS Management 
Console、、、、、、、、、、、AWS CLI、、、、、、、AWS 
Proton、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、AWS ProtonAWS
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AWS Proton のサービスにリンクされたロールをサポートするリージョン
AWS Proton では、このサービスが利用可能なすべての AWS リージョン で、サービスにリンクされた
ロールの使用をサポートしています。詳細については、の「AWS Protonエンドポイントとクォータ」を参
照してくださいAWS 全般のリファレンス。

CodeBuildロールを使ったベースプロビジョニング
AWS Proton は AWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリンクされたロールを使用しま
す。サービスにリンクされたロールは、AWS Proton に直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールで
す。サービスにリンクされたロールは、AWS Proton による事前定義済みのロールであり、ユーザーに代
わってサービスから他の AWS のサービスを呼び出すために必要なすべての許可を備えています。

サービスリンクロールを使用すると、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がなくなるため、AWS 
Proton の設定が簡単になります。AWS Proton は、このサービスリンクロールのアクセス許可を定義しま
す。特に定義されている場合を除き、AWS Proton のみがそのロールを引き受けることができます。定義
される許可は、信頼ポリシーと許可ポリシーに含まれており、その許可ポリシーを他の IAM エンティティ
にアタッチすることはできません。

サービスリンクロールを削除するには、まずその関連リソースを削除します。これにより、リソースへの
意図しないアクセスによるアクセス許可の削除が防止され、AWS Proton リソースは保護されます。

サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスについては、「IAM と連動する AWS のサー
ビス」を参照し、[Service-linked roles] (サービスにリンクされたロール) の列内で [Yes] (はい) と表記され
たサービスを確認してください。そのサービスに関するサービスにリンクされたロールのドキュメントを
表示するには、リンクが設定されている [Yes] (はい) を選択します。

AWS Proton のサービスにリンクされたロールの許可
AWS ProtonAWS ProtonCodeBuildプロビジョニングには、サービスリンクロール（A Service
AWSServiceRoleForProtonCodeBuildProvisioningLinked Role）というサービスリンクロールを使用しま
す。

AWSServiceRoleForProtonCodeBuildProvisioning サービスにリンクされたロールは、ロールの引き受けに
ついて以下のサービスを信頼します。

• codebuild.proton.amazonaws.com

という名前のロール許可ポリシーはAWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy、AWS Proton指
定されたリソースに対して以下のアクションを実行することをに許可します。

• アクション:AWS CloudFormationスタックとトランスフォームの作成、管理、読み取り
• アクション:CodeBuildプロジェクトとビルドの作成、管理、読み取り

AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "cloudformation:CreateStack", 
        "cloudformation:CreateChangeSet", 
        "cloudformation:DeleteChangeSet", 
        "cloudformation:DeleteStack", 
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        "cloudformation:DescribeStacks", 
        "cloudformation:ListStackResources" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSProton-CodeBuild-*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "codebuild:CreateProject", 
        "codebuild:DeleteProject", 
         
        "codebuild:StartBuild", 
        "codebuild:StopBuild", 
        "codebuild:RetryBuild", 
        "codebuild:BatchGetBuilds", 
        "codebuild:BatchGetProjects" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:codebuild:*:*:project/AWSProton*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "iam:PassRole", 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEqualsIfExists": { 
          "iam:PassedToService": "codebuild.amazonaws.com" 
        } 
      } 
    }    
  ]
}

サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除をIAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロールな
ど) に許可するには、許可を設定する必要があります。詳細については、IAM ユーザーガイド の「サービ
スリンクロールのアクセス許可」を参照してください。

AWS Proton のサービスにリンクされたロールの作成
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。、、またはAWS APICodeBuildAWS 
Proton でベースプロビジョニングを使用する環境を作成すると、AWS Protonサービスにリンクされた
ロールが自動的に作成されます。AWS Management ConsoleAWS CLI

このサービスにリンクされたロールを削除した後で再度作成する必要が生じた場合は、同じ方法でアカウ
ントにロールを再作成できます。CodeBuildでベースプロビジョニングを使用する環境を作成するとAWS 
Proton、AWS Protonがサービスにリンクされたロールを再度作成します。

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

AWS Proton のサービスにリンクされたロールの削除
サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。そうすることで、積極的にモニタリングまたは保守されていない未使用のエン
ティティを排除できます。ただし、AWS Proton手動で削除する前に、CodeBuildでベースプロビジョニン
グを使用する環境とサービス (インスタンスとパイプライン) を削除する必要があります。
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サービスリンクロールを手動で削除する

IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用し
て、AWSServiceRoleForProtonCodeBuildProvisioning サービスにリンクされたロールを削除します。詳細
については、IAM ユーザーガイド の「サービスにリンクされたロールの削除」を参照してください。

AWS Proton のサービスにリンクされたロールをサポートするリージョン
AWS Proton では、このサービスが利用可能なすべての AWS リージョン で、サービスにリンクされた
ロールの使用をサポートしています。詳細については、の「AWS Protonエンドポイントとクォータ」を参
照してくださいAWS 全般のリファレンス。

AWS Proton 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、AWS Proton 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
• AWS Proton でアクションを実行する権限がない (p. 248)
• iam を実行する権限がない:PassRole (p. 248)
• 自分の AWS アカウント 以外のユーザーに AWS Proton リソースへのアクセスを許可したい (p. 249)

AWS Proton 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認可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。管理者は、サインイン認証情報を提供した担当者です。

以下のエラー例は、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して架空の my-example-widget
リソースに関する詳細情報を表示しようとしているが、架空の proton:GetWidget 許可がないという場
合に発生します。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 proton:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、Mateo は、proton:GetWidget アクションを使用して my-example-widget リソースにア
クセスできるように、ポリシーの更新を管理者に依頼します。

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ないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して 
AWS Proton にロールを渡すことができるようにする必要があります。

一部の AWS のサービスでは、新しいサービスロールや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できます。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 AWS Proton でアクショ
ンを実行しようする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サービス
ロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡す許可がありません。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。
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サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

自分の AWS アカウント 以外のユーザーに AWS Proton リソース
へのアクセスを許可したい
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースへのアクセスに使用できるロールを作成でき
ます。ロール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、以下をご参照ください。

• AWS Proton 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 Proton と IAM の連携
について (p. 219) 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。

AWS Proton での設定と脆弱性の分析
AWS Protonは、お客様から提供されたコードのパッチやアップデートを提供しません。お客様は、上で実
行されているサービスおよびアプリケーションのソースコードを含む、独自のコードにパッチを更新して
適用する責任を負うものとします。AWS Protonサービスおよび環境テンプレートバンドルで提供される
コード。

お客様は、自社の環境およびサービス内のインフラストラクチャリソースを更新およびパッチ適用する責
任を負うものとします。AWS Protonは、リソースを自動的に更新したり、パッチを適用したりすることは
ありません。アーキテクチャ内のリソースのドキュメントを参照して、それぞれのパッチ適用ポリシーを
理解する必要があります。

サービスおよび環境テンプレートのマイナーバージョンに、お客様が要求した環境およびサービスの更新
を提供する以外に、AWS Protonは、サービスおよび環境テンプレートおよびテンプレートバンドルでお客
様が定義するリソースに対するパッチや更新を提供しません。

詳細については、以下のリソース を参照してください。

• 責任共有モデル
• Amazon Web Services: セキュリティプロセスの概要

AWS Proton でのデータ保護
AWS ProtonAWShttp://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/ AWSAWS のサービスす
べてを実行するグローバルインフラストラクチャの保護を担います。 AWSは、顧客のコンテンツや個人
データを処理するためのセキュリティ設定管理など、このインフラストラクチャでホストされているデー
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タを管理します。 AWSお客様と APN パートナーは、データコントローラーまたはデータプロセッサの役
割を果たし、AWS クラウド

データ保護目的の場合、AWS アカウント 認証情報を保護し、AWS Identity and Access Management 
(IAM) を用いて個々のユーザーアカウントを セットアップすることにより、そのユーザーに各自の職務を
果たすために必要なアクセス許可のみが付与されるようにすることをお勧めします。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 以降が推奨されています。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS 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。

顧客のアカウント番号などのアカウント番号などの識別情報は、[Name] (名前) フィールドなどの自由
形式フィールドに配置しないことを。これは、コンソール、API、AWS CLI、または AWS SDK で AWS 
Proton または他の AWS のサービス を使用する場合も同様です。リソース識別子やリソース管理に取り込
まれる場合があります。AWS外部サーバーへの URL を指定するときは、そのサーバーへのリクエストを
検証するための認証情報を URL に含めないでください。

データ保護の詳細については、AWS セキュリティブログ のブログ投稿「AWS の責任共有モデルと 
GDPR」を参照してください。

サーバー側の保管データの暗号化
テンプレートバンドルを保存する S3 バケット内のテンプレートバンドルの機密データを暗号化する場合
は、SSE-S3 または SSE-KMS キーを使用して AWS Proton テンプレートバンドルを取得して、登録済み 
AWS Proton テンプレートにアタッチできるようにする必要があります。

転送中の暗号化
すべてのサービス間の通信は、SSL/TLS を使用して転送中に暗号化されます。

AWS Proton 暗号化キーの管理
AWS Proton の範囲内では、AWS Proton が所有するキーを使用してすべてのカスタマーデータがデフォル
トで暗号化されます。カスタマーが所有するマネージド AWS KMS キーを提供する場合、すべてのカスタ
マーデータは、以下で説明するように、カスタマーが提供するキーを使用して暗号化されます。

AWS Proton テンプレートを作成する際には、キーを指定すれば、AWS Proton は認証情報に基づいて 
AWS Proton でキーを使用できるように許可を生成します。

手動で許可を辞退したり、指定したキーを無効にするか削除した場合、AWS Proton は指定されたキーで
暗号化データを読み込めなくなり、ValidationException を破棄します。

AWS Proton の暗号化コンテキスト
AWS Proton は、暗号化コンテキストヘッダーをサポートします。暗号化コンテキストは、データに関す
る追加のコンテキスト情報を含めることができるキーと値のペアのオプションのセットです。暗号化コン
テキストの一般的な情報については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「AWS Key 
Management Service の概念 - 暗号化コンテキスト」を参照してください。

暗号化コンテキストは、シークレットデータを含まない一連のキーと値のペアです。データを暗号化する
リクエストに暗号化コンテキストを含めると、AWS KMS は暗号化コンテキストを暗号論的に暗号化デー
タにバインドします。データを復号するには、同じ暗号化コンテキストに渡す必要があります。
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お客様は、暗号化コンテキストを使用して、監査レコードおよびログにおけるカスタマーマネージドキー
の使用を識別できます。また、や Amazon CloudWatch LogsAWS CloudTrail などのログにもプレーンテキ
ストでプレーンテキストで表示されます。

AWS Proton は、カスタマー指定または外部指定の暗号化コンテキストを考慮しません。

AWS Proton は、次の暗号化コンテキストを追加します。

{ 
  "aws:proton:template": "<proton-template-arn>", 
  "aws:proton:resource": "<proton-resource-arn>"  
}

最初の暗号化コンテキストは、AWS Proton リソースが関連付けられたテンプレートを識別し、カスタ
マーマネージドキーのアクセス許可とその付与の制約としても機能します。

2 番目の暗号化コンテキストは、暗号化されている AWS Proton リソースを識別します。

以下は、AWS Proton 暗号化コンテキストの使用例です。

サービスインスタンスを作成するデベロッパー。

{ 
  "aws:proton:template": "arn:aws:proton:region_id:123456789012:service-template/my-
template", 
  "aws:proton:resource": "arn:aws:proton:region_id:123456789012:service/my-service/service-
instance/my-service-instance"  
}

テンプレートを作成する管理者。

{ 
  "aws:proton:template": "arn:aws:proton:region_id:123456789012:service-template/my-
template", 
  "aws:proton:resource": "arn:aws:proton:region_id:123456789012:service-template/my-
template"
}

AWS Proton でのインフラストラクチャセキュリ
ティ

マネージドサービスであるはAWSグローバルネットワークセキュリティセキュリティで保護されていま
す。AWSセキュリティサービスと AWS がインフラストラクチャを保護する方法については、「AWS ク
ラウドセキュリティ」を参照してください。インフラストラクチャセキュリティのベストプラクティスを
使用して AWS 環境を設計するには、「セキュリティの柱 - AWS Well-Architected Framework」の「イン
フラストラクチャ保護」を参照してください。

AWS 公開版 API コールを使用して、ネットワーク経由でアクセスします。クライアントは以下をサポー
トする必要があります。

• Transport Layer Security (TLS) TLS 1.2 および TLS 1.3 をお勧めします。
• DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) や ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman) などの Perfect 

Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートです。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。
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また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時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。

ネットワークの分離を改善するには、次のセクションで説明するように AWS PrivateLink を使用します。

AWS Proton とインターフェース VPC エンドポイン
ト (AWS PrivateLink)
VPC と AWS Proton とのプライベート接続を確立するには、インターフェース VPC エンドポイントを作
成します。インターフェイスエンドポイントは、インターネットゲートウェイAWS PrivateLink、NAT デ
バイス、VPN 接続、AWS Direct Connect接続のいずれも必要とせずにAWS Proton API にプライベートに
アクセスできるテクノロジーであるを利用しています。VPC のインスタンスは、パブリック IP アドレス
がなくても AWS Proton API と通信できます。VPC と AWS Proton 間のトラフィックは、Amazon ネット
ワークを離れません。

各インターフェイスエンドポイントは、サブネット内の 1 つ、または複数の Elastic Network Interface に
よって表されます。

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 VPC エンドポイント (AWS 
PrivateLink) 」を参照してください。

AWS Proton VPC エンドポイントに関する考慮事項
AWS Proton のインターフェイスVPC エンドポイントを設定する前に、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プロパティと制限を確認してください。

AWS Proton は、VPC からのすべての API アクションの呼び出しをサポートしています。

VPC エンドポイントポリシーは AWS Proton でサポートされています。デフォルトで、エンドポイント
経由での AWS Proton への完全なアクセスが許可されます。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイ
ドのVPC エンドポイントによるサービスのアクセスコントロールを参照してください。

AWS Proton 用のインターフェイス VPC エンドポイントの作成
AWS Proton サービス用の VPC エンドポイントは、Amazon VPC コンソールまたは AWS Command Line 
Interface (AWS CLI) を使用して作成できます。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。

AWS Proton 用の VPC エンドポイントは、以下のサービス名を使用して作成します。

• com.amazonaws.region.proton

エンドポイントのプライベート DNS を有効にすると、リージョンのデフォルト DNS 名 (AWS Proton な
ど) を使用して、proton.region.amazonaws.com への API リクエストを実行できます。

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を介したサービ
スへのアクセス」を参照してください。

AWS Proton 用の VPC エンドポイントポリシーの作成
VPC エンドポイントには、AWS Proton へのアクセスを制御するエンドポイントポリシーをアタッチでき
ます。このポリシーでは、以下の情報を指定します。

• アクションを実行できるプリンシパル。
• 実行可能なアクション。
• このアクションを実行できるリソース。
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詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC エンドポイントでサービスへのアクセスを制御
する」を参照してください。

例: AWS Proton アクション用の VPC エンドポイントポリシー

以下は、AWS Proton 用のエンドポイントポリシーの例です。エンドポイントにアタッチされると、この
ポリシーは、すべてのリソースですべてのプリンシパルに、リストされている AWS Proton アクションへ
のアクセス権を付与します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Principal": "*", 
      "Action": [ 
        "proton:ListServiceTemplates", 
        "proton:ListServiceTemplateMajorVersions", 
        "proton:ListServiceTemplateMinorVersions", 
        "proton:ListServices", 
        "proton:ListServiceInstances", 
        "proton:ListEnvironments", 
        "proton:GetServiceTemplate", 
        "proton:GetServiceTemplateMajorVersion", 
        "proton:GetServiceTemplateMinorVersion", 
        "proton:GetService", 
        "proton:GetServiceInstance", 
        "proton:GetEnvironment", 
        "proton:CreateService", 
        "proton:UpdateService", 
        "proton:UpdateServiceInstance", 
        "proton:UpdateServicePipeline", 
        "proton:DeleteService" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

AWS Proton でのログ記録とモニタリング
モニタリングは、の信頼性、可用性、パフォーマンスを維持する上で重要な部分です。AWS Protonそして
もう一つのAWSソリューション。AWSでは、で実行中のインスタンスを監視するための次のモニタリング
ツールが用意されています。AWS Protonで、異常が発生した報告し、必要に応じて対応策を取ることがで
きます。

この時、AWS Protonそのものは Amazon CloudWatch Logs と統合されていないかAWS Trusted Advisor。
管理者は CloudWatch を設定および使用して、他のを監視できます。AWS のサービスサービスおよび環境
テンプレートで定義されています。AWS Protonはと統合されます。AWS CloudTrail。

• Amazon CloudWatch は、AWS のリソースおよび AWS で実行しているアプリケーションをリアルタイ
ムでモニタリングします。メトリクスの収集と追跡、カスタマイズしたダッシュボードの作成、および
指定したメトリクスが指定したしきい値に達したときに通知またはアクションを実行するアラームの設
定を行うことができます。例えば、CloudWatch で Amazon EC2 インスタンスの CPU 使用率などのメ
トリクスを追跡し、必要に応じて新しいインスタンスを自動的に起動することができます。詳細につい
ては、Amazon CloudWatch ユーザーガイドを参照してください。

• Amazon CloudWatch Logsを使用して、Amazon EC2 インスタンス、CloudTrail、またはその他のソー
スのログファイルを監視、保存し、アクセスすることができます。CloudWatch Logs は、ログファイ
ル内の情報をモニタリングし、特定のしきい値が満たされたときに通知します。また、耐久性の高いス
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トレージにログデータをアーカイブすることもできます。詳細については、Amazon CloudWatch Logs 
ユーザーガイドを参照してください。

• AWS CloudTrail は、AWS アカウント により、またはそのアカウントに代わって行われた API コールや
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。AWSを呼び出し
たユーザーとアカウント、呼び出し元の出典 IP アドレス、および呼び出しの発生日時を特定できます。
詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドを参照してください。

• Amazon EventBridgeは、アプリケーションをさまざまなソースのデータに簡単に接続できるようにする
サーバーレスイベントバスサービスです。EventBridge は、お客様独自のアプリケーション、Software-
as-a-Service (SaaS) アプリケーション、AWS のサービスそのデータを Lambda などのターゲットに
ルーティングします。これにより、サービスで発生したイベントをモニタリングし、イベント駆動型
アーキテクチャを構築できます。詳細については、「」を参照してください。EventBridge による AWS 
Proton の自動化 (p. 206)とEventBridge ユーザーガイド。

AWS Proton での耐障害性
-AWSのグローバルインフラストラクチャが構築されますAWS リージョンアベイラビリティーゾー
ン。AWS リージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワークで接続
されている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラビリティー
ゾーンでは、ゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバーするアプリケーションとデータベー
スを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の単一または 複数のデータ
センターインフラストラクチャ よりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れています。

AWS リージョン とアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWS グローバルインフラストラク
チャ」を参照してください。

AWS Proton では、AWS グローバルインフラストラクチャに加えて、データの耐障害性とバックアップの
ニーズに対応するための機能を提供しています。

AWS Protonバックアップ
AWS Protonは、すべての顧客データのバックアップを保持します。総停止の場合、このバックアップをリ
ストアできます。AWS Protonおよび以前の有効な状態の顧客データ。

AWS Proton のセキュリティのベストプラクティス
AWS Proton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お客様の環境に適
切ではないか、十分ではない場合があるため、これらは処方箋ではなく、有用な考慮事項と見なしてくだ
さい。

トピック
• IAM を使用したアクセス制御 (p. 254)
• テンプレートとテンプレートバンドルに認証情報を埋め込まない (p. 255)
• 暗号化を使用して機密データを保護する (p. 255)
• を使用するAWS CloudTrailAPI 呼び出しを表示およびログに記録するには (p. 255)

IAM を使用したアクセス制御
IAM はAWS のサービスのユーザーとそのアクセス権限を管理できるAWS。での IAM を使用できま
す。AWS Protonどの項目を指定するかAWS Protonテンプレート、環境、サービスの管理など、管理者と
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ンドルに認証情報を埋め込まない

開発者が実行できるアクション。IAM サービスロールを使用して、AWS Protonユーザーに代わって他の
サービスに電話をかける

の詳細については、「」を参照してください。AWS ProtonIAM ロールについては、「」を参照してくださ
い。AWS Proton 向けの Identity and Access Management (p. 214)。

最小特権アクセスの実装 詳細については、「」を参照してください。IAM でのポリシーとアクセス許
可のAWS Identity and Access Managementユーザーガイド。

テンプレートとテンプレートバンドルに認証情報を埋
め込まない
機密情報をあなたの中に埋め込むのではなくAWS CloudFormationテンプレートとテンプレートバンドル
の場合、動的なリファレンススタックテンプレートに記述します。

動的なリファレンスにより、他のサービスに格納および管理されている外部値を例に指定するためのコ
ンパクトで強力な方法が提供されます。AWS Systems ManagerパラメータストアまたはAWS Secrets 
Manager。動的なリファレンスを使用すると、CloudFormation は、スタックオペレーションおよび変更
セットオペレーション中に指定されたリファレンスの値を取得して、その値を適切なリソースに渡しま
す。ただし、CloudFormation が実際の参照値を保存することはありません。詳細については、「」を参
照してください。動的な参照を使用してテンプレート値を指定するのAWS CloudFormationユーザーガイ
ド。

AWS Secrets Manager を使用して、データベースやその他のサービスの認証情報を安全に暗号化、保存、
取得できます。-AWS Systems ManagerParameter Storeは、設定データ管理のための安全な階層型スト
レージを提供します。

テンプレートパラメータの詳細については、「」を参照してください。https://docs.aws.amazon.com/ 
AWSCloudFormation/latest/UserGuide/parameters-section-structure.htmlのAWS CloudFormationユーザー
ガイド。

暗号化を使用して機密データを保護する
WITHAWS Protonでは、すべての顧客データは、デフォルトでAWS Proton所有キー。

プラットフォームチームのメンバーとして、カスタマーマネージドキーを提供してAWS Proton機密データ
を暗号化して保護する。S3 バケット内の保存中の機密データを暗号化します。詳細については、「AWS 
Proton でのデータ保護 (p. 249)」を参照してください。

を使用するAWS CloudTrailAPI 呼び出しを表示および
ログに記録するには
AWS CloudTrailで API を呼び出したすべてのユーザーを追跡するAWS アカウント。API 呼び出しは、だ
れでもAWS ProtonAPI、AWS ProtonコンソールまたはAWS Proton AWS CLIコマンド。ログ記録を有効に
して Amazon S3 バケットを指定し、ログを保存します。こうすることで、必要ならば誰が何を作ったか
を監査できますAWS Protonアカウントを呼び出してください。詳細については、AWS Proton でのログ記
録とモニタリング (p. 253)を参照してください。

サービス間での不分別な代理処理の防止
混乱した代理問題とは、あるアクションを実行する許可を持たないエンティティが、より多くの特権を持
つエンティティにアクションの実行を強制できることで生じるセキュリティ上の問題です。AWS では、
サービス間でのなりすましが、混乱した代理問題を生じさせる可能性があります。サービス間でのなりす
ましは、1 つのサービス (呼び出し元サービス) が、別のサービス (呼び出し先サービス) を呼び出す場合に
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発生します。呼び出し元サービスが操作され、それ自身のアクセス許可を使用して、本来アクセス許可が
付与されるべきではない方法で別の顧客のリソースに対して働きかけることがあります。これを防ぐため
に AWS では、お客様のすべてのサービスのデータを保護するのに役立つツールを提供しています。これ
には、アカウントのリソースへのアクセス権が付与されたサービスプリンシパルを使用します。

リソースポリシー内のグローバル条件コンテキストキー aws:SourceArn と aws:SourceAccount を
使用して、リソースについて AWS Proton が別のサービスに付与するアクセス許可を制限することをお勧
めします。aws:SourceArn の値に Amazon S3 バケット ARN などのアカウント ID が含まれていない場
合は、両方のグローバル条件コンテキストキーを使用して、アクセス許可を制限する必要があります。同
じポリシーステートメントでこれらのグローバル条件コンテキストキーの両方を使用し、アカウント ID 
にaws:SourceArn の値が含まれていない場合、aws:SourceAccount 値と aws:SourceArn 値の中の
アカウントには、同じアカウント ID を使用する必要があります。クロスサービスのアクセスにリソースを 
1 つだけ関連付けたい場合は、aws:SourceArn を使用します。クロスサービスが使用できるように、ア
カウント内の任意のリソースを関連づけたい場合は、aws:SourceAccount を使用します。

のvalueaws:SourceArnは、次のリソースでなければなりません。AWS Protonストア。

不分別な代理処理の問題から保護するための最も効果的な方法は、リソースの完全な ARN を指定
しながら、aws:SourceArn グローバル条件コンテキストキーを使用することです。リソースの
完全な ARN が不明な場合や、複数のリソースを指定する場合には、グローバルコンテキスト条件
キー aws:SourceArn で、ARN の未知部分を示すためにワイルドカード (*) を使用します。例え
ば、arn:aws::proton:*:123456789012:environment/* です。

次の例では、AWS Proton で aws:SourceArn および aws:SourceAccount グローバル条件コンテキス
トキーを使用して、混乱した代理問題を回避する方法を示します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Sid": "ExampleProtonConfusedDeputyPreventionPolicy", 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": {"Service": "proton.amazonaws.com"}, 
        "Action": "sts:AssumeRole", 
        "Condition": { 
            "StringEquals": { 
                "aws:SourceAccount": "123456789012" 
            }, 
            "ArnLike": { 
                "aws:SourceArn": "arn:aws::proton:*:123456789012:environment/*" 
            } 
        } 
    }
}

CodeBuild カスタム Amazon VPC サポートのプロ
ビジョニング

AWS Proton CodeBuild プロビジョニングは、 CodeBuild AWS Proton環境アカウントにあるプロジェクト
で、お客様から提供された任意の CLI コマンドを実行します。これらのコマンドは通常、CDK などの IaC 
(コードとしてのインフラストラクチャ) ツールを使用してリソースを管理します。Amazon VPC にリソー
スがある場合、 CodeBuild それらにアクセスできない場合があります。これを可能にするために、特定の 
Amazon VPC CodeBuild 内で実行する機能をサポートします。使用例としては、次のようなものがありま
す。

• PyPIPy用 Node.jsnpm 用、セルフホスト型の内部アーティファクトリポジトリから依存関係を取得す
るMaven
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• CodeBuild パイプラインを登録するには、特定の Amazon VPC の Jenkins サーバーにアクセスする必要
があります。

• Amazon VPC エンドポイント経由でのみアクセスできるように設定された Amazon S3 バケット内のオ
ブジェクトにアクセスする。

• プライベートサブネット上に分離された Amazon RDS データベース内のデータに対して、ビルドから統
合テストを実行する。

詳細については、CodeBuild と VPC のドキュメントを参照してください。

CodeBuild プロビジョニングをカスタム VPC で実行したい場合、AWS Protonにはわかりやすいソリュー
ションが用意されています。まず、VPC ID、サブネット、セキュリティグループを環境テンプレートに追
加する必要があります。次に、それらの値を環境仕様に入力します。これにより、特定の VPC CodeBuild 
をターゲットとするプロジェクトが自動的に作成されます。

環境テンプレートを更新する
スキーマ

VPC ID、サブネット、セキュリティグループをテンプレートスキーマに追加して、環境仕様に含める必要
があります。

一例schema.yaml:

schema: 
  format: 
    openapi: "3.0.0" 
  environment_input_type: "EnvironmentInputType" 
  types: 
    EnvironmentInputType: 
      type: object 
      properties: 
        codebuild_vpc_id: 
          type: string 
        codebuild_subnets: 
          type: array 
          items: 
            type: string 
        codebuild_security_groups: 
          type: array 
          items: 
            type: string

これにより、マニフェストで使用される 3 つの新しいプロパティが追加されます。

• codebuild_vpc_id
• codebuild_subnets
• codebuild_security_groups

マニフェスト

で Amazon VPC 設定を設定するには CodeBuild、project_propertiesというオプションのプロ
パティをテンプレートマニフェストで使用できます。project_propertiesのコンテンツは、AWS 
CloudFormation CodeBuild プロジェクトを作成するスタックに追加されます。これにより、Amazon 
VPCAWS CloudFormation プロパティだけでなく、CodeBuild CloudFormation ビルドタイムアウトなどの
サポートされているプロパティも追加できます。proton-inputs.jsonに提供されたデータと同じデー
タが、の値でも利用できるようになりますproject_properties。
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manifest.yamlこのセクションを次の項目に追加してください。

project_properties: 
          VpcConfig: 
            VpcId: "{{ environment.inputs.codebuild_vpc_id }}" 
            Subnets: "{{ environment.inputs.codebuild_subnets }}" 
            SecurityGroupIds: "{{ environment.inputs.codebuild_security_groups }}"

manifest.yaml結果は以下のような外観です。

infrastructure: 
  templates: 
    - rendering_engine: codebuild 
      settings: 
        image: aws/codebuild/amazonlinux2-x86_64-standard:4.0 
        runtimes: 
          nodejs: 16 
        provision: 
          - npm install 
          - npm run build 
          - npm run cdk bootstrap 
          - npm run cdk deploy -- --require-approval never 
        deprovision: 
          - npm install 
          - npm run build 
          - npm run cdk destroy -- --force 
        project_properties: 
          VpcConfig: 
            VpcId: "{{ environment.inputs.codebuild_vpc_id }}" 
            Subnets: "{{ environment.inputs.codebuild_subnets }}" 
            SecurityGroupIds: "{{ environment.inputs.codebuild_security_groups }}"

環境を作成する

CodeBuild Provisioning VPC 対応テンプレートを使用して環境を作成する場合、Amazon VPC ID、サブ
ネット、セキュリティグループを指定する場合、Amazon VPC ID、サブネット、セキュリティグループを
指定する必要があります。

リージョン内の Amazon VPC ID を一覧表示するには、次のコマンドを実行します。

aws ec2 describe-vpcs

すべてのサブネット ID のリストを取得するには、を実行します。

aws ec2 describe-subnets --filters "Name=vpc-id,Values=vpc-id"

Important

プライベートサブネットのみを含めます。 CodeBuild パブリックサブネットを提供すると失敗し
ます。パブリックサブネットにはInternet Gateway へのデフォルトルートがありますが、プライ
ベートサブネットにはありません。

以下のコマンドを実行して、セキュリティグループ ID を取得するには、セキュリティグループ ID を取得
するには、次のコマンドを実行します。これらの ID は、AWS Management Console次の方法でも取得で
きます。

aws ec2 describe-security-groups --filters "Name=vpc-id,Values=vpc-id"
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値は次のようになります。

vpc-id: vpc-045ch35y28dec3a05
subnets: 
  - subnet-04029a82e6ae46968 
  - subnet-0f500a9294fc5f26a 
 security-groups: 
  - sg-03bc4c4ce32d67e8d

CodeBuild 権限の確保

Amazon VPC のサポートには、エラスティックネットワークインターフェイスを作成する機能など、特定
の権限が必要です。

環境をコンソールで作成する場合は、環境作成ウィザードでこれらの値を入力します。環境をプログラム
的に作成する場合は、spec.yaml次のようになります。

proton: EnvironmentSpec

spec: 
  codebuild_vpc_id: vpc-045ch35y28dec3a05
  codebuild_subnets: 
    - subnet-04029a82e6ae46968
    - subnet-0f500a9294fc5f26a
  codebuild_security_groups: 
    - sg-03bc4c4ce32d67e8d
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AWS Protonリソースとタグ付け
AWS ProtonAmazon リソースネーム (ARN) が割り当てられたリソースには、環境テンプレートとそのメ
ジャーバージョンとマイナーバージョン、サービステンプレート、およびサービスインスタンス、コン
ポーネント、およびリポジトリが含まれます。タグ付けすることによって、これらのリソースを整理して
特定できます。タグを使用し、リソースを目的、所有者、環境などの基準別に分類できます。詳細につい
ては、「タグ付け戦略」を参照してください。あなたの追跡と管理を行うにはAWS Protonリソースでは、
次のセクションで説明するように、タグ付け機能を使用します。

AWS タグ付け
AWS のリソースにメタデータをタグ付け形式で割り当てることができます。各タグは、お客様が定義する
キーとオプションの値で構成されます。タグは、リソースの管理、識別、整理、検索、フィルタリングに
役立ちます。

Important

個人情報 (PII) などの機密情報や秘匿性の高い情報はタグに追加しないようにします。タグは、
多くの AWS のサービス (請求など) からアクセスできます。タグは、プライベートデータや機密
データに使用することを意図していません。

各タグは 2 つの部分で構成されます。

• タグキー (例: CostCenter、Environment または Project)。タグキーでは、大文字と小文字が区別
されます。

• タグ値 (オプション) (たとえば、111122223333 または Production)。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。

タグには、次の基本的な命名要件と使用要件が適用されます。

• 各リソースには、最大 50 個のユーザー作成タグを含めることができます。
Note

aws: プレフィックスで始まるシステム作成タグは AWS に使用するために予約されており、こ
の制限にはカウントされません。aws: プレフィックスで始まるタグを編集または削除すること
はできません。

• タグキーは、リソースごとにそれぞれ一意である必要があります。また、各タグキーに設定できる値は 
1 つのみです。

• UTF-8 では、タグキーは 1 文字以上で、最大 128 文字の Unicode 文字である必要があります。
• UTF-8 では、タグ値は 1 文字以上で、最大 256 文字の Unicode 文字である必要があります。
• タグに使用できる文字は、UTF-8 対応の文字、数字、スペース、および _ . : / = + - @ です。

AWS Proton タグ付け
とAWS Protonでは、自分で作成したタグとAWS Proton自動的に生成されます。

AWS Proton AWSマネージドタグ
を作成するときAWS Proton資源、AWS Proton自動的に生成するAWS新しいリソースの管理ドタグ (次の
図に示すように)。AWS管理タグは後で他の管理タグに伝達されるAWS Proton新しいリソースに基づくリ
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ソース たとえば、環境テンプレートの管理タグはそのバージョンに伝達され、サービスの管理タグはサー
ビスインスタンスに伝達されます。

Note

環境アカウント接続の場合、AWS マネージドタグは生成されません。詳細については、「the 
section called “アカウント接続” (p. 157)」を参照してください。

プロビジョニングされたリソースへのタグの伝達
サービステンプレートや環境テンプレートで定義されたリソースなどのプロビジョニングされたリソース
が AWS タグ付けをサポートする場合、AWS マネージドタグはプロビジョニングされたリソースにカスタ
マーマネージドタグとして伝播されます。これらのタグは、AWS タグ付けをサポートしないプロビジョニ
ングされたリソースには伝播されません。

AWS Proton次の方法でリソースにタグを適用しますAWS Protonアカウント、登録済みテンプレート、デ
プロイされた環境、ならびにサービスとサービスインスタンスです。以下を使用できます。AWS自分のタ
グを表示および管理するためのマネージドタグAWS Protonリソースですが、変更することはできません。

AWS マネージドタグキー 伝播されたカスタマーマネージ
ドキー

説明

aws:proton:account proton:account -AWS作成してデプロイするアカ
ウントAWS Protonリソースの使
用料金を見積もることができま
す。

261



AWS Proton ユーザーガイド
プロビジョニングされたリソースへのタグの伝達

AWS マネージドタグキー 伝播されたカスタマーマネージ
ドキー

説明

aws:proton:template proton:template 選択したテンプレートの ARN。

aws:proton:environment proton:environment 選択した環境の ARN。

aws:proton:service proton:service 選択したサービスの ARN。

aws:proton:service-
instance

proton:service-instance 選択したサービスインスタンス
の ARN。

aws:proton:component proton:component 選択したコンポーネントの 
ARN。

の例を次に示します。AWSの管理タグAWS Proton資源。

"aws:proton:template" = "arn:aws:proton:region-id:account-id:environment-template/env-
template"

次に示すのは、AWS マネージドタグから伝播された場合に、プロビジョニングされたリソースに適用され
るカスタマーマネージドタグの例です。

"proton:environment:database" = "arn:aws:proton:region-id:account-id:rds/env-db"

とAWS-マネージド・プロビジョニング (p. 24),AWS Protonプロパゲートされたタグをプロビジョニングさ
れたリソースに直接適用します。

とself-managed によるプロビジョニング (p. 27),AWS Protonプロパゲートされたタグを、プロビジョニン
グプルリクエスト (PR) で送信するレンダリングされた IaC ファイルとともに使用できるようにします。
タグは文字列マップ変数で提供されますproton_tags。Terraform 構成でこの変数を参照して、次の内容
を含めることをお勧めします。AWS Protonのタグdefault_tags。これは伝達AWS Protonプロビジョニ
ングされたすべてのリソースにタグを付けます。

次の例は、環境 Terraform テンプレートでのこのタグ伝達方法を示しています。

ここproton_tags変数による定義:

proton.environment.variables.tf:

variable "environment" { 
  type = object({ 
    inputs = map(string) 
    name = string 
  })
}

variable "proton_tags" { 
  type = map(string) 
  default = null
}

この変数にタグ値を割り当てる方法は次のとおりです。

proton: auto.tfvars.json:

{ 
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  "environment": { 
    "name": "dev", 
    "inputs": { 
      "ssm_parameter_value": "MyNewParamValue" 
    } 
  } 

  "proton_tags" : { 
    "proton:account" : "123456789012", 
    "proton:template" : "arn:aws:proton:us-east-1:123456789012:environment-template/
fargate-env", 
    "proton:environment" : "arn:aws:proton:us-east-1:123456789012:environment/dev" 
  }
}

そして、ここで最初からご説明します。AWS ProtonTerraform 設定にタグ付けして、プロビジョニングさ
れたリソースに追加されるようにします。

# Configure the AWS Provider
provider "aws" { 
  region = var.aws_region 
   default_tags { 
    tags = var.proton_tags 
  }
}

カスタマーマネージドタグ
eachAWS Protonリソースには、カスタマーマネージドタグの最大クォータは 50 です。カスタマーマネー
ジドタグは子供に伝達AWS Protonリソースは同じようにAWSマネージタグは既存タグに伝達されないこ
とを除いては有るAWS Protonリソースまたはプロビジョニングされたリソースへ に新しいタグを適用す
るとAWS Proton既存の子リソースを伴うリソースにタグ付けしたい場合、コンソールまたはを使用して、
既存の子リソースを手動でタグ付けする必要があります。AWS CLI。

コンソールおよび CLI を使用してタグを作成する
を作成するときAWS Protonコンソールリソースでは、次のコンソールスナップショットに示すように、
作成手順の 1 ページ目または 2 ページ目にカスタマーマネージドタグを作成するオプションが表示されま
す。[Add new tag] (新しいタグを追加) を選択し、キーと値を入力して続行します。
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[(マテリアルエディタ)] を使用して新しいリソースを作成後AWS Protonコンソール、そのリストを表示で
きますAWS詳細ページのマネージドタグとカスタマーマネージドタグ

タグの作成または編集

1. 左AWS Protonコンソール、、を開くとAWS Protonリソースの詳細ページでは、タグのリストを表示
できます。

2. [Manage tags] (タグの管理) を選択します。
3. [Managed tags] (タグの管理) ページでは、タグを表示、作成、削除、および編集できます。リスト

の最上部に表示される AWS マネージドタグは変更できません。ただし、編集フィールドで AWS マ
ネージドタグの後に表示されるカスタマーマネージドタグを追加や変更できます。

新しいタグを追加するには、[Create Tag] (タグの作成) を選択します。
4. 新しいタグのキーと値を入力します。
5. タグを編集するには、選択したキーのタグ値フィールドに値を入力します。
6. タグを削除するには、削除したいタグを選択して [Remove] (削除) を選択します。
7. 変更を加え終わったら、[Save changes] (変更の保存) を選択します。

を使用してタグを作成するAWS Proton AWS CLI
タグを表示、作成、削除、および編集するには、AWS Proton AWS CLI。

次の例に示すように、リソースのタグを作成または編集できます。

$ aws proton tag-resource \ 
    --resource-arn "arn:aws:proton:region-id:account-id:service-template/webservice" \ 
    --tags '[{"key":"mykey1","value":"myval1"},{"key":"mykey2","value":"myval2"}]'

次の例に示すように、リソースのタグを削除できます。

$ aws proton untag-resource \ 
    --resource-arn "arn:aws:proton:region-id:account-id:service-template/webservice" \ 
    --tag-keys '["mykey1","mykey2"]'

最後の例に示すように、リソースのタグを一覧表示できます。

$ aws proton list-tags-for-resource \ 
    --resource-arn "arn:aws:proton:region-id:account-id:service-template/webservice"
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メータを参照するデプロイエラー

AWS Proton のトラブルシューティン
グ

に関する問題のトラブルシューティング方法について説明しますAWS Proton。

トピック
• AWS CloudFormation 動的パラメータを参照するデプロイエラー (p. 265)

AWS CloudFormation 動的パラメータを参照するデ
プロイエラー

CloudFormation 動的変数を参照するデプロイエラーが表示された場合、それらが Jinja エスケープされて
いることを確認してください。これらのエラーは、動的変数の Jinja の誤解釈に起因する可能性がありま
す。 CloudFormation 動的パラメータ構文は、AWS Protonパラメータに使用する Jinja 構文と非常によく
似ています。

CloudFormation 動的変数の構文の例:

'{{resolve:secretsmanager:MySecret:SecretString:password:EXAMPLE1-90ab-cdef-
fedc-ba987EXAMPLE}}'.

AWS ProtonJinja 構文の例:

'{{ service_instance.environment.outputs.env-outputs }}'.

こういった誤解釈エラーを回避するには、以下の例に示すように、 CloudFormation 動的パラメータをエ
スケープします。

この例は、AWS CloudFormation ユーザーガイドから抜粋したものです。AWS Secrets Managersecret-
name および json-key セグメントを使用すると、secret に格納されているサインイン認証を取得できま
す。

MyRDSInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    DBName: 'MyRDSInstance' 
      AllocatedStorage: '20' 
      DBInstanceClass: db.t2.micro 
      Engine: mysql 
      MasterUsername: '{{resolve:secretsmanager:MyRDSSecret:SecretString:username}}' 
      MasterUserPassword: '{{resolve:secretsmanager:MyRDSSecret:SecretString:password}}'

CloudFormation 動的パラメータをエスケープする方法には 2 とおりがあります。

• ブロックを {% raw %} and {% endraw %} で囲む:

'{% raw %}'
MyRDSInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
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    DBName: 'MyRDSInstance' 
      AllocatedStorage: '20' 
      DBInstanceClass: db.t2.micro 
      Engine: mysql 
      MasterUsername: '{{resolve:secretsmanager:MyRDSSecret:SecretString:username}}' 
      MasterUserPassword: '{{resolve:secretsmanager:MyRDSSecret:SecretString:password}}'
'{% endraw %}'

• パラメータを "{{ }}" で囲む:

MyRDSInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    DBName: 'MyRDSInstance' 
      AllocatedStorage: '20' 
      DBInstanceClass: db.t2.micro 
      Engine: mysql 
      MasterUsername: 
 "{{ '{{resolve:secretsmanager:MyRDSSecret:SecretString:username}}' }}" 
      MasterUserPassword: 
 "{{ '{{resolve:secretsmanager:MyRDSSecret:SecretString:password}}' }}"

詳細については、「Jinja escaping」(Jinja エスケープ処理) を参照してください。
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AWS Proton のクォータ
以下の表にそれらの設定を示しますAWS Protonクォータ。すべての値はAWSアカウント、サポートあた
りAWSリージョン。

リソースクォータ デフォルトの制
限

調整可能?

テンプレートバンドルの最大サイズ 5 MB ☓いいえ

テンプレートマニフェストファイルの最大サイズ 50 KB ☓いいえ

テンプレートスキーマファイルの最大サイズ 50 KB ☓いいえ

下限値を持つファイル以外の各テンプレートファイルの最大サイズ 200 KB ☓いいえ

各テンプレート名の最大長 100 文字 ☓いいえ

バンドルあたりのテンプレートファイルの最大数 10 ☓いいえ

アカウント、サービス、環境テンプレートの組み合わせあたりの登
録テンプレートの最大数

100 ✓ はい

テンプレートあたりの登録テンプレートバージョンの最大数 500 ✓ はい

アカウントあたりの環境の最大数 100 ✓ はい

アカウントあたりのサービスの最大数 1000 ✓ はい

サービスあたりのサービスインスタンスの最大数 20 ✓ はい

アカウントあたりのコンポーネントの最大数 100 ✓ はい

環境アカウントあたりの環境アカウント接続の最大数 5 ✓ はい
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ドキュメント履歴
次の表では、AWS Proton の最新リリースとお客様からのフィードバックに関係するドキュメントの重要
な変更点を説明します。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: 2020-07-20

変更 説明 日付

サービス同期設定。 (p. 268) AWS Protonサービス同期構成の
サポートを追加します。

2023 年 3 月 20 日

CodeBuild (p. 268) AWS ProtonCodeBuild プロビ
ジョニングのサポートを追加しま
す。

2022 年 11 月 16 日

管理ポリシーの更新 (p. 268) AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess
CodeBuild AWS Proton 
CodeBuild プロビジョニング用の
ビルドを実行するために必要な権
限を与えるポリシーを追加しまし
た。

2022 年 11 月 11 日

テラフォームタグの伝
達 (p. 268)

タグ付けの章に Terraform タグの
伝播を追加しました。

2022 年 9 月 16 日

API 移行ガイド (p. 268) GA 以前の API 移行ガイドを削除
しました。

2022 年 8 月 12 日

AWS Protonオブジェク
ト (p. 268)

オブジェクトと、AWS 
ProtonAWS他のオブジェクトや
サードパーティオブジェクトとの
関係についてのトピックを追加し
ました。「AWS Protonオブジェ
クト」を参照してください。

2022 年 7 月 29 日

リンクされたリポジトリの説
明 (p. 268)

リンクされた（登録された）リポ
ジトリの目的とガイド全体の使用
法を明確にしました。

2022 年 7 月 18 日

ガイドマージ (p. 268) 2 つの個別の管理者ガイドとユー
ザーガイドを 1 つのガイド (AWS 
Protonユーザーガイド) に統合し
ました。

2022 年 6 月 30 日

管理ポリシーの更新 (p. 268) 管理ポリシーを更新して、新しい
AWS Proton API 操作へのアクセ
スを提供し、AWS Proton一部の
コンソール操作の権限問題を修正
しました。については、「AWS
管理ポリシー」を参照してくださ
いAWS Proton。

2022 年 6 月 20 日

CLI を使い始める (p. 268) 「はじめに」AWS CLI を更新
し、新しいテンプレートライブラ

2022 年 6 月 14 日
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リを使用する新しいチュートリア
ルを公開しました。

直接定義したコンポーネン
ト (p. 268)

「コンポーネント」の章を追加
し、ガイド全体に関連する修正を
行いました。

2022 年 6 月 1 日

AWS Protonテンプレートライブ
ラリ (p. 268)

AWS Protonテンプレートライブ
ラリのトピックを追加しました。

2022 年 5 月 6 日

テラフォーム一般提供 (p. 268) プルリクエストプロビジョニング
の名前をセルフマネージドプロビ
ジョニングに変更しました。「プ
ロビジョニング方法」トピックを
追加しました。

2022 年 3 月 23 日

リポジトリのタグ付け (p. 268) リポジトリリソースのタグ付けの
サポートが追加されました。「リ
ポジトリへのリンクの作成」を参
照してください。

2022 年 3 月 23 日

ドキュメントの更新 (p. 268) 環境アカウント接続のタグ付けを
追加しました。

2021 年 11 月 26 日

テンプレート同期と Terraform プ
レビュー (p. 268)

一般公開のためのテンプレート
同期機能による自動テンプレート
バージョン管理と、プレビュー版
の Terraform でのプルリクエスト
のプロビジョニングを追加しまし
た。API 移行ガイドが復活しまし
た。

2021 年 11 月 24 日

ドキュメンテーションの更
新 (p. 268)

EventBridgeチュートリアル、入
門ワークフロー、AWS Proton仕
組み、およびテンプレートバンド
ルセクションの強化を追加しまし
た。

2021 年 9 月 17 日

AWS Proton コンソールヘルプパ
ネルリリース (p. 268)

コンソールにヘルプパネルを追加
しました。コンソールテンプレー
トバージョンの削除で下位バー
ジョンが削除されなくなりまし
た。API 移行ガイドを削除しまし
た。

2021 年 9 月 8 日

AWS Proton一般提供 (p. 268) クロスアカウント環
境、EventBridge モニタリン
グ、IAM 条件キー、等価性サ
ポート、クォータの増加を追加し
ました。

2021 年 6 月 9 日
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サービスのサービスインスタン
スを追加や削除し、既存の外部
インフラを AWS Proton で環境
に使用する (p. 268)

この公開プレビューリリースに
含まれる更新によって、サービ
スからサービスインスタンスを追
加および削除する、環境で既存の
外部インフラストラクチャを使用
する、AWS Protonそして環境、
サービスインスタンス、パイプ
ラインのデプロイをキャンセルす
ることが可能になります。 AWS 
Protonサポートするようになりま
したPrivateLink。リソースで使用
中のマイナーバージョンを誤って
削除しないように、付加的な削除
検証を追加しました。

2021 年 4 月 27 日

AWS Proton によるタグ付
け (p. 268)

公開プレビューリリース 2 に含
まれのは、AWS Proton タグ付
けとサービスパイプラインなしで
サービスを起動する機能です。

2021年3月5日

初回リリース (p. 268) 一部のリージョンで公開プレ
ビューリリースが提供されるよう
になりました。

2020 年 12 月 1 日
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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