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このガイドについて  
この開発者ガイドでは、AWS Control Tower 環境のカスタマイズと拡張について説明します。これに

は、カスタム設定パッケージ構造、マニフェストスキーマ、設定テンプレート、パイプラインのデプロ

イステージに関する情報が含まれています。 

このガイドは、会社や顧客に合わせて AWS Control Tower 環境をカスタマイズおよび拡張したい IT 

インフラストラクチャアーキテクト、管理者、DevOps プロフェッショナル、システムインテグレータ

ー、独立系ソフトウェアベンダーを対象としています。 
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「AWS Control Tower のカスタマイズ」ソリュ

ーションのデプロイ 
「AWS Control Tower のカスタマイズ」ソリューションは、AWS CodePipeline で設定パッケージを

処理することでデプロイおよび設定されます。次のセクションではこのプロセスを詳しく説明します。 

AWS CodePipeline の概要 
設定パッケージでは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) と AWS CodePipeline を活用

します。設定パッケージには、マニフェストファイル、付随する一連のテンプレート、および AWS 

Control Tower 環境を記述して実装するためのその他の JSON ファイルが含まれています。デフォル

トでは、_custom-control-tower-configuration.zip 設定パッケージがこのソリューションの 

custom-control-tower-configuration-<accountID>-<region> Amazon S3 バケットにロー

ドされます。 

注意: このソリューションは、デフォルトで、パイプラインソースを保存する Amazon S3 バケットを作

成しますが、保存場所を AWS CodeCommit リポジトリに変更できます。詳細については、「AWS 

Control Tower のカスタマイズ 実装ガイド」を参照してください。  

マニフェストは、ランディングゾーンをカスタマイズするためにデプロイできる AWS リソースを記述

するテキストファイルです。AWS CodePipeline は、マニフェストファイル、付属のテンプレートセッ

ト、その他の JSON ファイルを抽出し、マニフェストとテンプレートを検証し、マニフェストファイル

のセクションを使用して特定のパイプラインステージを実行します。マニフェストをカスタマイズし、

設定パッケージのファイル名からアンダースコア (_) を削除して設定パッケージを更新すると、自動的

に AWS CodePipeline がトリガーされます。 

注意 : サンプル設定パッケージのファイル名がアンダースコア  (_) で始まっていると、AWS 

CodePipeline は自動的にトリガーされません。設定パッケージのカスタマイズが完了したら、AWS 

CodePipeline でデプロイをトリガーするために、アンダースコア (_) なしで custom-control-

tower-configuration.zip をアップロードする必要があります。 

https://d1.awsstatic.com/Solutions/ja_JP/customizations-for-aws-control-tower.pdf
https://d1.awsstatic.com/Solutions/ja_JP/customizations-for-aws-control-tower.pdf
https://docs.aws.amazon.com/solutions/latest/customizations-for-aws-control-tower/deployment.html
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AWS CodePipeline ステージ 
このソリューションのパイプラインでは、AWS Control Tower 環境の実装と更新に複数の AWS 

CodePipeline ステージを活用します。 

ソースステージ 
ソースステージは、カスタマイズされた設定パッケージがパイプラインステージをトリガーする最初の

ステージです。AWS CodePipeline のソースは、設定パッケージをホストできる Amazon S3 バケット

または AWS CodeCommit リポジトリのいずれかになります。 

ビルドステージ 
ビルドステージでは、AWS CodeBuild を活用して、設定パッケージの内容を検証します。これらのチ

ェックには、manifest.yaml ファイルの構文とスキーマのテスト、およびパッケージに含まれるすべ

ての AWS CloudFormation テンプレート、または AWS CloudFormation の validate-template お

よび cfn_nag を使用してリモートホストされるものが含まれます。マニフェストファイルと AWS 

CloudFormation テンプレートがテストに合格すると、パイプラインは次のステージに進みます。テス

トに失敗した場合は、AWS CodeBuild ログを確認して問題を特定し、必要に応じて設定ソースファイ

ルを編集できます。 

手動承認ステージ (オプション) 
手動承認ステージ (オプション) では、続行するための追加承認が行われるまでパイプラインを一時停

止することで、設定パイプラインの実行をさらに制御できます。このソリューションのデプロイ時に有

効にすると、手動承認のステップが設定パイプラインに追加されます。スタックの起動時に Pipeline 

Approval Stage テンプレートパラメータを Yes に編集して、手動承認を有効にしてください。 

サービスコントロールポリシーステージ 
サービスコントロールポリシーステージでは、サービスコントロールポリシーステートマシンをトリガ

ーして、AWS Organizations API を呼び出し、サービスコントロールポリシー (SCP) を作成します。 
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AWS CloudFormation リソースステージ 
AWS CloudFormation リソースステージでは、スタックセットステートマシンをトリガーして、マニ

フェストファイルで提供される AWS アカウントや組織単位 (OU) のリストで指定されたリソースをデ

プロイします。AWS CloudFormation リソースは、リソースの依存関係が指定されていない限り、マ

ニフェストファイルで指定された順序で作成されます。 

AWS Control Tower のカスタム設定  
AWS Control Tower のカスタム設定では、マニフェストファイル、付随する一連のテンプレート、お

よびその他の JSON ファイルによって定義されます。manifest.yaml は、AWS リソースを記述する

テキストファイルです。これらのファイルはフォルダ構造にパッケージ化され、次の「設定フォルダ構

造」セクションで詳しく説明しているように、zip ファイルとして Amazon S3 バケットに配置されま

す。AWS CodeCommit を使用している場合は、ファイルは圧縮されずにリポジトリに配置されます。 

設定フォルダ構造 
次のコードサンプルは、カスタム設定のフォルダ構造を示しています。ソースストレージ (Amazon S3 

または AWS CodeCommit リポジトリ) にかかわらず、フォルダ構造は同じです。ただし、Amazon 

S3 をソースとして使用する場合は、すべてのフォルダとファイルを custom-control-tower-

configuration.zip ファイルに圧縮し、zip ファイルのみを指定された Amazon S3 バケットにアッ

プロードする必要があります。 

- manifest.yaml 
- policies/                                                [optional] 
   - service control policies files (*.json) 
- templates/                                               [optional] 
   - template files for AWS CloudFormation Resources (*.template) 

マニフェストの概要 
次の例は、マニフェストのファイル構造とそのセクションを示しています。 
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--- 
region: String 
version: 2021-03-15 
 
resources: 
  set of AWS CloudFormation resources or SCP policies 
... 

マニフェストのセクション  
マニフェストのセクションについて、次に詳しく説明します。 

region 
region は、AWS Control Tower のデフォルト AWS リージョンのテキスト文字列です。この値は、

有効な AWS リージョン名 (us-east-1、eu-west-1、ap-southeast-1 など) である必要がありま

す。デフォルト AWS リージョンは、リソース固有のリージョンが指定されていない限り、AWS 

Control Tower リソース (AWS CloudFormation StackSets など) をカスタマイズして作成するため

に使用されます。 

region: <your-home-region> 

version 
version は、マニフェストのスキーマバージョン番号です。サポートしている最新バージョンは 

2021-03-15 です。 

version: 2021-03-15 

注意: 最新バージョンを使用することを強くお勧めします。最新バージョンのマニフェストのプロパ

ティを更新するには、付録 B を参照してください。 

resources 
マニフェストの  resources セクションでは、管理アカウントに自動的にデプロイする  AWS 

CloudFormation の StackSets または AWS Organizations の SCP を定義します。スタックインスタ
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ンスのデプロイ時に使用する OU と AWS アカウント、およびオプションでそれぞれの AWS リージョ

ンを指定できます。スタックインスタンスは、OU レベルではなくアカウントレベルでデプロイされま

す。詳細については、「独自のカスタマイズの構築」セクションを参照してください。 

リソースは、resources のキー名を使用して、マニフェストファイルのセクションで定義および検索

されます。次の例では、resources オブジェクトの概要を示しています。 

resources: # List of resources 
  - name: <String> 
    resource_file: <String> [Local File Path, S3 URL]  
    deployment_targets: # account and/or organizational unit names 
      accounts: # array of strings, [0-9]{12} 
        - 012345678912 
        - AccountName1 
      organizational_units: #array of strings 
        - OuName1 
        - OuName2  
    deploy_method: scp | stack_set 
    parameters: # List of parameters [SSM, Alfred, Values] 
      - parameter_key: <String> 
        parameter_value: <String>   
    export_outputs: # list of ssm parameters to store output values 
      - name: /org/member/test-ssm/app-id 
        value: $[output_ApplicationId]     
    regions: #list of strings 
    - <String>   

name 

AWS CloudFormation StackSets に関連付けられている名前。指定された名前は、ユーザーにとって

わかりやすいスタックセットの名前を提供するために使用します。 

タイプ: 文字列 

必須: はい 

有効な値: a~z、A~Z、0~9 

description 

リソースの説明。 

タイプ: 文字列 
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必須: はい 

resource_file 

このファイルには、AWS CloudFormation リソースが存在するマニフェストファイルへの相対的な場

所か、Amazon S3 URL を指定します。このファイルは、AWS CloudFormation テンプレートか、

SCP が記述された JSONのいずれかです。 

タイプ: 文字列 

必須: はい 

次の例では、recource_file で設定パッケージ内の相対的な場所を示しています。 

resources: 
  - name: SecurityRoles 
    resource_file: templates/custom-security.template 

次の例では、recource_file で Amazon S3 URL を示しています。 

resources: 
  - name: SecurityRoles 
    resource_file: s3://<my-bucket>/<key-name> 

次の例では、recource_file で Amazon S3 HTTPS URL を示しています。  

resources: 
  - name: SecurityRoles 
    resource_file: https://bucket-name.s3.Region.amazonaws.com/key-
name 

注意: Amazon S3 URL を使用する場合は、「AWS Control Tower のカスタマイズ」ソリューショ

ンをデプロイする AWS Organizations の管理アカウントに対して、バケットポリシーで読み取り権

限が設定されていることを確認してください。Amazon S3 HTTPS URL を指定する場合は、そのパ

スがドット表記を使用していることを確認してください (例: S3.us-west-1)。このソリューショ

ンは、Amazon S3 と AWS リージョンの間にダッシュを含むエンドポイントをサポートしていま

せん (例: S3‐us-west-2)。 
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次の例では、Amazon S3 バケットのポリシーとリソースが格納される場所を示しています。 

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
   { 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::<Account-Id>:root"}, 
        "Action": "s3:GetObject", 
        "Resource": "arn:aws:s3:::<my-bucket>/*" 
   } 
   ] 
}   

<Account-Id> の部分は、このソリューションをデプロイする AWS Organizations の管理アカウン

トの AWS アカウント ID です。その他の例については、 Amazon Simple Storage Service ユーザー

ガイドの「バケットポリシーの例」を参照してください。 

parameters 

AWS CloudFormation パラメータの名前と値を指定します。  

タイプ: MapList 

必須: いいえ 

構文 

parameters セクションは、parameters のキー名で構成されています。次の擬似テンプレートは、パ

ラメータセクションの概要を示しています。 

parameters: 
  - parameter_key: <String> 
    parameter_value: <String>  

parameter_key 
パラメータに関連付けられたキー。 

タイプ: 文字列 

必須: はい (parameters プロパティ下) 

有効な値: 有効な値: a~z、A~Z、0~9 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/example-bucket-policies.html
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parameter_value 
パラメータに関連付けられた入力値。 

タイプ: 文字列 

必須: はい (parameters プロパティ下) 

deploy_method  
リソースを AWS アカウントにデプロイするためのデプロイ方法。現在、deploy_method では、

AWS CloudFormation の StackSets デプロイ用の stack_set オプションか、SCP デプロイ用の scp 

オプションを使用したリソースのデプロイをサポートしています。 

タイプ: 文字列 

有効な値: stack_set|scp 

必須: はい 

deployment_targets 
accounts または organizational_units として指定され、AWS CloudFormation リソースをデプロ

イする必要がある AWS アカウントまたは組織単位 (OU) のリスト。 

タイプ: このリソースを特定のアカウントリストにデプロイする必要があることを示す文字列のア

カウント名またはアカウント番号のリスト、またはこのリソースを指定された OU リストにデプロ

イする必要があることを示す OU 名のリスト。 

必須: 少なくとも 1 つの accounts または organizational_units  

accounts: 

タイプ: このリソースを特定のアカウントリストにデプロイする必要があることを示す文字列のア

カウント名またはアカウント番号のリスト。 

注意: 少なくとも 1 つの accounts または organizational_units プロパティが必要です。 
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organizational_units: 

タイプ: このリソースを特定の OU リストにデプロイする必要があることを示す文字列の OU 名の

リスト。アカウントを含まない OU を指定し、accounts プロパティが追加されていない場合は、

このソリューションはスタックセットのみを作成します。 

注意: 少なくとも 1 つの accounts または organizational_units プロパティが必要です。組織

の管理アカウント ID は許可される値ではありません。このソリューションでは、組織の管理アカウ

ントへのスタックインスタンスのデプロイはサポートしていません。 

export_outputs 
マニフェストファイルで以前に定義された他のリソースが参照できるように、テンプレート出力を 

SSM パラメータストアに格納するための SSM パラメータのキー名と値のペアのリスト。 

export_outputs: # List of SSM parameters 
  - name: <String> 
    value: <String> 

タイプ: 名前と値のキーペアのリスト (name は SSM パラメータストアのキー名の文字列で、value 

はパラメータ値の文字列)。 

有効な値: 任意の文字列または $[output_<CfnOutput-Logical-ID>] 変数。CfnOutput-

Logical-ID は、テンプレート出力変数 に対応します。AWS CloudFormation テンプレートの出

力セクションの詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの「出力」を参照してくだ

さい。 

必須: いいえ 

例えば、次のコードスニペットでは、テンプレートで VPCID という名前で出力される値を SSM パ

ラメータキー (/org/member/audit/vpc_id) に保存します。 

export_outputs: # List of SSM parameters 
  - name: /org/member/audit/VPC-ID 
    value: $[output_VPCID] 

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/outputs-section-structure.html
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注意: export_outputs キー名には、output 以外の値が含まれる場合があります。例えば、名

前が /org/environment-name の場合は、値は production になる場合があります。 

regions 
AWS CloudFormation のスタックインスタンスをデプロイする必要がある AWS リージョンのリスト。 

タイプ: 任意の AWS リージョン名。このリソースを特定のリージョンリストにデプロイする必要が

あることを示します。このキーがマニフェストに存在しない場合は、リソースはホームとなる AWS 

リージョンにのみデプロイされます。 

必須: いいえ 

独自のカスタマイズの構築 
「AWS Control Tower のカスタマイズ」ソリューションでは、サービスコントロールポリシー (SCP) 

と AWS CloudFormation リソースを追加または更新することで、manifest.yaml ファイルを変更でき

ます。デプロイする必要があるリソースについては、アカウントや OU を追加または削除できます。パ

ッケージフォルダのテンプレートを追加または変更したり、独自のフォルダを作成したり、 

manifest.yaml ファイル内のテンプレートまたはフォルダを参照したりできます。 

サービスコントロールポリシーの設定パッケージのセットア

ップ 
このセクションでは、サービスコントロールポリシー (SCP) の設定パッケージを作成する方法につい

て説明します。 

ステップ 1: manifest.yaml ファイルを編集する 
開始点として、サンプルの manifest.yaml ファイルを使用します。必要な設定をすべて入力します。

resource_file と deployment_targets の詳細を追加します。 

次のスニペットは、デフォルトのマニフェストファイルを示しています。 
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--- 
region: us-east-1 
version: 2021-03-15 
 
resources: [] 

region の値は、このソリューションのデプロイ中に自動で追加されるので、このソリューションをデ

プロイした AWS リージョンと一致している必要があります。これは AWS Control Tower の AWS リ

ージョンと同じである必要があります。 

Amazon S3 バケットに保存されている zip パッケージの example-configuration フォルダにカスタム 

SCP を追加するには、example-manifest.yaml ファイルを開いて編集を開始してください。 

--- 
region: <your-home-region> 
version: 2021-03-15 
 
resources: 
  - name: test-preventive-guardrails 
    description: To prevent from deleting or disabling resources in 
member accounts 
    resource_file: policies/preventive-guardrails.json 
    deploy_method: scp 
    #Apply to the following OU(s) 
    deployment_targets: 
      organizational_units: #array of strings 
        - OUName1 
        - OUName2  
 
…truncated… 

次のスニペットは、カスタマイズされたマニフェストファイルの例です。1 回の変更で複数のポリシー

を追加できます。 

--- 
region: us-east-1 
version: 2021-03-15 
 
resources: 
  - name: block-s3-public-access 
    description: To S3 buckets to have public access 
    resource_file: policies/block-s3-public.json 
    deploy_method: scp 
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    #Apply to the following OU(s) 
    deployment_targets: 
      organizational_units: #array of strings 
        - OUName1 
        - OUName2  

ステップ 2: フォルダ構造を作成する 
リソースファイルに Amazon S3 URL を使用し、パラメータのキーと値のペアを使用している場合は、

この手順をスキップできます。 

マニフェストをサポートするには、JSON 形式の SCP ポリシーを含める必要があります。マニフェス

トは JSON ファイルを参照します。ファイルパスがマニフェストファイルで記述されているものと一致

することを確認してください。ポリシーの JSON ファイルには、OU にデプロイする SCP が含まれて

います。 

次のスニペットは、サンプルマニフェストファイルのフォルダ構造を示しています。 

- manifest.yaml 
- policies/ 
   - block-s3-public.json 

次のスニペットは、block-s3-public.json ファイルの例です。 

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "GuardPutAccountPublicAccessBlock", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": "s3:PutAccountPublicAccessBlock", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
  ] 
} 
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AWS CloudFormation StackSets の設定パッケージのセッ

トアップ 
このセクションでは、AWS CloudFormation StackSets の設定パッケージをセットアップする方法に

ついて説明します。 

ステップ 1: 既存のマニフェストファイルを編集する 
前述で編集したマニフェストファイルを使用して、新しい AWS CloudFormation の StackSets 情報を

追加します。 

次のスニペットでは、前述の SCP の設定パッケージをセットアップするために使用したのと同じサン

プルマニフェストファイルを示しています。このサンプルは、resources の詳細を含めるように編集

されています。 

--- 
region: us-east-1 
version: 2021-03-15 
 
resources: 
   
  - name: block-s3-public-access 
      description: To S3 buckets to have public access 
      resource_file: policies/block-s3-public.json 
      deploy_method: scp 
      #Apply to the following OU(s) 
      deployment_targets: 
        organizational_units: #array of strings 
          - OUName1 
          - OUName2  

次のスニペットは、resources の詳細を示すサンプルマニフェストファイルです。resources の順

序は、resource の依存関係を作成する実行順序を決定するために使用されます。ビジネスニーズに合

わせて次のマニフェストファイルの例を編集できます。 

--- 
region: <your-home-region> 
version: 2021-03-15 
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…truncated… 
 
resources: 
  - name: stackset-1 
    resource_file: templates/create-ssm-parameter-keys-1.template 
    parameters: 
      - parameter_key: parameter-1 
        parameter_value: value-1 
    deploy_method: stack_set 
    deployment_targets: 
      accounts: # array of strings, [0-9]{12} 
        - account number or account name 
        - 123456789123 
      organizational_units: #array of strings, ou ids, ou-xxxx 
        - OuName1 
        - OUName2  
    export_outputs: 
      - name: /org/member/test-ssm/app-id 
        value: $[output_ApplicationId] 
    regions: 
      - <region-name> 
 
  - name: stackset-2 
    resource_file: s3://bucket-name/key-name 
    parameters: 
      - parameter_key: parameter-1 
        parameter_value: value-1 
    deploy_method: stack_set 
    deployment_targets: 
      accounts: # array of strings, [0-9]{12} 
        - account number or account name 
        - 123456789123 
      organizational_units: #array of strings 
        - OuName1 
        - OUName2  

regions: 
  - <region-name> 

次の例は、マニフェストファイルに複数の AWS CloudFormation リソースを追加できることを示して

います。 

--- 
region: us-east-1 
version: 2021-03-15 
 
resources: 
  - name: block-s3-public-access 
    description: To S3 buckets to have public access 
    resource_file: policies/block-s3-public.json 
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    deploy_method: scp 
    #Apply to the following OU(s) 
    deployment_targets: 
      organizational_units: #array of strings 
        - Custom 
        - Sandbox 
 
 
  - name: transit-network 
    resource_file: templates/transit-gateway.template 
    parameter_file: parameters/transit-gateway.json 
    deploy_method: stack_set 
    deployment_targets: 
      accounts: # array of strings, [0-9]{12} 
        - Prod 
        - 123456789123 #Network 
      organizational_units: #array of strings 
        - Custom 
    export_outputs: 
      - name: /org/network/transit-gateway-id 
        value: $[output_TransitGatewayID] 
    regions: 
      - us-east-1 

ステップ 2: フォルダ構造を更新する 
フォルダ構造の更新には、マニフェストファイルで使用されるすべてのサポート対象の  AWS 

CloudFormation テンプレートファイルと SCP ポリシーファイルを含めることができます。ファイル

パスがマニフェストファイルで記述されているものと一致することを確認してください。テンプレート

ファイルには、OU と AWS アカウントにデプロイする AWS リソースが含まれています。パラメータ

ファイルには、テンプレートファイルで使用される入力パラメータが含まれています。 

次に、ステップ 1 で作成したサンプルマニフェストファイルのフォルダ構造を示します。 

- manifest.yaml 
- policies/ 
   - block-s3-public.json 
- templates/ 
   - transit-gateway.template 
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付録 A: AWS CloudFormation パラメータファ

イルで alfred ヘルパーを使用 
このソリューションは、AWS CloudFormation パラメータの JSON ファイル (.json) で定義された 

SSM Parameter Store キーの値を取得するメカニズムを提供します。これにより、AWS 

CloudFormation テンプレートを更新することなく、パラメータストアに保存されている値を使用でき

ます。 

例えば、AWS CloudFormation スタック 1 では、Amazon VPC とアベイラビリティーゾーンにサブ

ネットを作成します。VPC ID とサブネット ID は、パラメータ値として AWS CloudFormation スタ

ック 2 に引き渡す必要があります。 

スタック 1 の AWS::SSM::Parameter リソースを使用して SSM Parameter Store に両方の ID を保

存できます。次に示すように、 alfred ヘルパーはパラメータストアから値を取得して、StackSet ステ

ートマシンの入力に引き渡すことができます。 

AWS CloudFormation スタック 1 のスニペット : 

VpcIdParameter: 
    Type: AWS::SSM::Parameter 
    Properties: 
      Name: '/stack_1/vpc/id' 
      Description: Contains the VPC id 
      Type: String 
      Value: !Ref MyVpc 
 
SubnetIdParameter: 
    Type: AWS::SSM::Parameter 
    Properties: 
      Name: '/stack_1/subnet/id' 
      Description: Contains the subnet id 
      Type: String 
      Value: !Ref MySubnet 

次の例は、manifest.yaml で指定された AWS CloudFormation スタック 2 のパラメータファイルで

す。 

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-ssm-parameter.html
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    parameters: 
      - parameter_key: VpcId 
        parameter_value: $[alfred_ssm_/stack_1/vpc/id'] 
      - parameter_key: SubnetId 
        parameter_value: $[ alfred_ssm_/stack_1/subnet/id'] 

バージョン 2.1 以降では、parameter_value 下にある alfred_ssm プロパティのリストを使用して、

AWS CloudFormation パラメータの CommaDelimitedList タイプをサポートできます。次に例を示し

ます。 

    parameters: 
      - parameter_key: VpcId # Type: String 
        parameter_value: $[alfred_ssm_/stack_1/vpc/id'] 
      - parameter_key: SubnetId # Type: String 
        parameter_value: $[ alfred_ssm_/stack_1/subnet/id'] 
      - parameter_key: AvailablityZones # Type: CommaDelimitedList 
        parameter_value: 
          - "$[alfred_ssm_/availability_zone_1]" 
          - "$[alfred_ssm_/availability_zone_2]" 

付録 B: 履歴と下位互換性 
「AWS Control Tower のカスタマイズ」ソリューションの今回のリリースでは、カスタマイズパッケ

ージで新しいマニフェストのスキーマバージョン 2021-03-15 が導入されました。このバージョンは、

関連する AWS サービス の API をシンプルに適合させるために開発されました。このバージョンでは、

単一のファイル (manifest.yaml) を維持し、分離された DevOps ワークフローを使用してサポートさ

れているリソース (AWS CloudFormation テンプレートと SCP) を管理できます。 

このソリューションの今回のリリースでは、引き続き manifest.yaml ファイルのバージョン 2020-01-

01 がサポートされています。今回のリリースを使用するために、既存の設定を変更する必要はありま

せん。ただし、バージョン 2020-01-01 のサポートは終了になります。このソリューションでは、今

後、バージョン 2020-01-01 への更新や拡張機能は提供されません。 

マニフェストのスキーマバージョン 2020-01-01 をスキーマバージョン 2021-03-15 にアップグレー

ドすることを強くお勧めします。マニフェストをスキーマバージョン 2021-03-15 に移行するには、

次の必須および推奨されるアップグレード手順に従って実行してください。 
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マニフェストのバージョン 2021-03-15 で廃止されたプロパティ:  

organization_policies 
policy_file 
apply_to_accounts_in_ou 
 
cloudformation_resources 
template_file 
deploy_to_account 
deploy_to_ou 
ssm_parameters 

必須のアップグレード手順 
 
組織のポリシー 

1. organization_policies 下の SCP を新しいプロパティの resources 下に移動します。  

2. policy_file プロパティを新しいプロパティの resource_file に変更します。 

3. apply_to_accounts_in_ou を新しいプロパティの deployment_targets に変更します。OU リ

ストは、サブプロパティの organizational_units 下で定義する必要があります。accounts の

サブプロパティは、組織のポリシーではサポートしていません。 

4. 新しいプロパティの deploy_method を追加し、値に scp を設定します。  

AWS CloudFormation のリソース 
1. cloudformation_resources 下の AWS CloudFormation のリソースを新しいプロパティの 

resources の下に移動します。 

2. template_file プロパティを新しいプロパティの resource_file に変更します。 

3. deploy_to_ou を新しいプロパティの deployment_targets に変更します。OU リストは、サ

ブプロパティの organizational_units 下で定義する必要があります。  

4. deploy_to_accounts を新しいプロパティの deployment_targets に変更します。アカウント

リストは、サブプロパティの accounts 下で定義する必要があります。 

5. ssm_parameters プロパティを新しいプロパティの export_outputs に変更します。  
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強く推奨されるアップグレード手順 
 
AWS CloudFormation のパラメータ 

1. parameter_file プロパティを新しいプロパティの parameters に変更します。 

2. parameter_file プロパティの値にあるファイルパスを削除します。 

3. パラメータキーとパラメータ値を、既存パラメータの JSON ファイルから parameters プロパ

ティの新しいフォーマットにコピーします。これは、マニフェストファイルでそれらを管理す

るのに役立ちます。 

注意: parameter_file プロパティは、マニフェストのバージョン 2021-03-15 でサポートしていま

す。 

付録 C: カスタマイズパッケージの JSON スキー

マ 
このソリューションのカスタマイズパッケージの JSON スキーマは、GitHub のこのソリューションの

ソースコードリポジトリにあります。このスキーマは、お気に入りの開発ツールの多くで使用でき、独

自の manifest.yaml を構築する際にエラーを減らすのに役立ていただけます。 
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© 2021, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. 

注意  

お客様は、この文書に記載されている情報を独自に評価する責任を負うものとします。このドキュメント

は、(a) 情報提供のみを目的としており、(b) AWS の現行製品とプラクティスを表したものであり、予告な

しに変更されることがあり、(c) AWS およびその関連会社、サプライヤー、またはライセンサーからの契約

義務や確約を意味するものではありません。AWS の製品やサービスは、明示または暗示を問わず、いかな

る保証、表明、条件を伴うことなく「現状のまま」提供されます。お客様に対する AWS の責任は、AWS 契

約により規定されます。本書は、AWS とお客様の間で行われるいかなる契約の一部でもなく、そのような

契約の内容を変更するものでもありません。 

「AWS Control Tower のカスタマイズ」ソリューションは、 

https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0で入手可能な Apache ライセンスバージョン 2.0 の条

件に基づいてライセンスされます。 

https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
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