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はじめに 
Serverless Image Handler ソリューションは、ウェブサイトやモバイルアプリケーションにイメージ

を埋め込み、ユーザーエンゲージメントを促進するのに役立ちます。Sharp を使用して、画質を損なう

ことなく、高速のイメージ処理を実現します。このソリューションでは、イメージの最適化、操作、処

理にかかるコストを最小限に抑えるため、バージョン管理を自動化し、ファイル再処理のための柔軟な

ストレージとコンピューティングのオプションを提供します。  

このソリューションは、ダイナミックなイメージ操作用に最適化されたサーバーレスアーキテクチャを

自動的にデプロイおよび設定します。事前準備することなくイメージをレンダリングして返すことがで

きます。 例えば、イメージを使用して画面に送信する前に、このソリューションを活用して画像のサイ

ズを変更するためのコードをウェブサイトに追加することで、様々な画面サイズに基づいてイメージの

サイズを変更できます。グローバルコンテンツの配信には Amazon CloudFront を使用し、信頼性と耐

久性のあるクラウドストレージに Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) を使用します。 

この実装ガイドは、AWS クラウドにおけるアーキテクチャの設計の実務経験がある 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を対象としています。アーキテクチャ上の

考慮事項について説明し、このソリューションをデプロイするための設定手順について説明します。こ

のガイドには、 セキュリティと可用性に関する AWS のベストプラクティスを使用して、このソリュー

ションをデプロイするために必要な AWS のサービスを起動および設定する AWS CloudFormation テ

ンプレートへのリンクが含まれています。 

コスト  
このソリューションの実行中に使用した AWS サービスのコストは、お客様の負担となります。2021 

年 1 月時点で、AWS Lambda のイメージの処理時間は 1 つのイメージにつき 2 秒で、各イメージの

サイズは約 1 MB、米国東部 (バージニア北部) リージョンのデフォルト設定で Serverless Image 

Handler ソリューションを実行するための推定コストは、100,000 個の新しいイメージに対して 

https://sharp.pixelplumbing.com/en/stable/
https://aws.amazon.com/cloudfront/
https://aws.amazon.com/s3/
http://aws.amazon.com/cloudformation/
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15.29 USD / 月、1,000,000 個の新しいイメージに対して 149.30 USD / 月、5,000,000 個の新し

いイメージに対して 744.91 USD / 月 です (コストの内訳については、次の表を参照してください) 。

これには、Amazon API Gateway、AWS Lambda、Amazon CloudFront、Amazon S3 ストレージ、

AWS Secrets Manager の予想請求額が含まれます。 

AWS サービス 

1 か月あたりの新しい画像数を処理にかかるコスト 

100,000 1,000,000 5,000,000 

Amazon API Gateway 0.35 USD 3.50 USD 17.50 USD 

AWS Lambda  

(画像ごとに 2 秒の処理時間) 
3.35 USD 33.53 USD 167.67 USD 

Amazon CloudFront 

(リクエストごとに 1 MB の画像を処理) 
8.40 USD 84.01 USD 420.04 USD 

Amazon S3 

(1 MB の画像を保存) 
2.29 USD 22.86 USD 114.30 USD 

AWS Secrets Manager* 0.90 USD 5.40 USD 25.40 USD 

月額費用の合計: 15.29 USD 149.30 USD 744.91 USD 

 

* AWS Secrets Manager のコストは、イメージの URL 署名機能を有効にした場合にのみ発生します。  

このソリューションでは、デモユーザーインターフェイス (デモ UI) をデプロイすることを選択した場

合に、静的なウェブサイトアセットをアカウントに保存するための追加の Amazon CloudFront ディス

トリビューションと Amazon S3 バケットを自動的にデプロイします。これらのサービスから発生する

変動料金は、お客様の負担になります。 

このコストの見積もりには、Amazon S3 の PUT リクエストおよび GET リクエストは含まれていませ

ん。変更されたイメージが Amazon CloudFront にキャッシュされたり、特定のユースケースではスマ

ートクロップや Amazon Rekognition を使ったコンテンツのモデレーションなど特定の用途に対応す

る機能が必要になるなど多岐にわたるからです。Amazon Rekognition 機能を利用すると、追加料金が
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発生する場合があります。オープンソースライブラリである Sharp の使用に追加コストはかかりませ

ん。料金は変更される可能性があります。詳細については、このソリューションで使用する AWS の各

サービスの料金表ウェブページを参照してください。 

アーキテクチャの概要 
このソリューションをデフォルトのパラメータでデプロイすると、AWS クラウドに次の環境が構築さ

れます。  

 
図 1: AWS での Serverless Image Handler ソリューションのアーキテクチャ 
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注意: このソリューションは、パブリックイメージを動的に変更または操作するためのオプションを

提供したいパブリックアプリケーションを使用するユーザーを対象としています。これらの公開要件

により、このテンプレートでは、パブリックにアクセス可能な、認証されていない Amazon 

CloudFront ディストリビューションと Amazon API Gateway エンドポイントをアカウントに作成

し、誰でもアクセスできるようにしています。Amazon API Gateway 認証の詳細については、「セ

キュリティ」セクションを参照してください。 

AWS CloudFormation テンプレートでは、次のリソースをデプロイします。 

1. Amazon CloudFront ディストリビューションは、イメージ処理のコストとその後のイメージ配

信のレイテンシーを削減するためのキャッシュレイヤーを提供します。Amazon CloudFront の

ドメイン名では、イメージハンドラー API にキャッシュされたアクセスを提供します。 

2. Amazon API Gateway ではエンドポイントリソースを提供して、AWS Lambda 関数を開始し

ます。 

3. AWS Lambda 関数は、既存の Amazon S3 バケットからイメージを取得し、Sharp を使用し

て変更されたバージョンのイメージを Amazon API Gateway に返します。 

4. 独自で作成した画像保存用の Amazon S3 バケットとは別に、ログ保存用の Amazon S3 バケ

ットが必要です。デモ UI (オプション) を選択した場合は、このソリューションは、デモ UI を

保存するための Amazon S3 バケットをデプロイします。 

5. イメージの URL 署名機能を有効にすると、AWS Lambda 関数は既存の AWS Secrets 

Manager のシークレットからシークレット値を取得して、署名を検証します。  

6. スマートクロップ機能またはコンテンツのモデレーション機能を使用する場合は、AWS 

Lambda 関数は Amazon Rekognition を呼び出して画像を分析し、その結果を返します。 

注意: AWS CloudFormation のリソースは、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) のコンス

トラクトで作成されています。 

https://aws.amazon.com/api-gateway/
https://aws.amazon.com/lambda/
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/secrets-manager/
https://aws.amazon.com/secrets-manager/
https://aws.amazon.com/rekognition/
https://aws.amazon.com/cdk/
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ソリューションコンポーネント 
フロントエンドのアプリケーションでは、イメージリクエストオブジェクトを作成し、そのオブジェク

トを文字列化およびエンコードして、次のように Amazon CloudFront URL のパスに追加することで、

オリジナルイメージと変更されたイメージの両方にアクセスできます。 

https://distributionName.cloudfront.net/base64encodedrequest 

次のオプション機能が有効になっているかどうかによって、追加リソースをプロビジョニングまたは使

用できます。 

• デモ UI: (オプション) このソリューションの基本的な機能を示すためにアカウントにデプロイされ

るデモ用のユーザーインターフェイス (UI) 。この UI では、アカウントに既に存在するイメージフ

ァイルを使用して、新しいイメージハンドラー API エンドポイントを直接操作できます。このオプ

ションを選択すると、追加の Amazon S3 バケットおよび関連する Amazon CloudFront ディスト

リビューションがアカウントにデプロイされます。 

• スマートクロップ: Amazon Rekognition の顔認識機能を使用してイメージをトリミングできるイ

メージリクエストオプションも提供されます。クロップされたイメージを生成するために、AWS 

Lambda 関数は Amazon Rekognition にリクエストを送信して、イメージ内の顔を識別し、クロ

ップするエリアを計算します。 

• コンテンツのモデレーション: 不適切な画像を検出してぼかすことができる画像リクエストオプシ

ョンです。不適切な画像を検出するには、AWS Lambda 関数が Amazon Rekognition にリクエス

トを送信して、不適切なコンテンツを特定します。 

注意: Amazon Rekognition は、スマートクロップとコンテンツのモデレーションで JPEG および 

PNG ファイル形式のみをサポートしています。その結果として、これらの機能は、JPEG および 

PNG 拡張子を含む画像のみと互換性があり、拡張子のないファイルはサポートしていません。 
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セキュリティ 
AWS インフラストラクチャでシステムを構築する場合、セキュリティ上の責任はお客様と AWS の間

で共有されます。この共有モデルにより、AWS がホストオペレーティングシステムと仮想化レイヤー

からサービスが運用されている施設の物理的なセキュリティに至るまでの要素を運用、管理、および制

御するため、お客様の運用上の負担を軽減するのに役立ちます。AWS のセキュリティの詳細について

は、AWS クラウドセキュリティを参照してください。 

重要: このソリューションは、パブリックにアクセス可能な Amazon CloudFront および Amazon 

API Gateway リソースを作成します。これは一般に公開されるウェブサイトに適している可能性が

ありますが、このソリューションのすべてのユースケースに適しているとは限りません。AWS に

は、AWS Identity and Access Management (IAM)、Amazon Cognito ユーザープール、AWS 

Certificate Manager、Amazon CloudFront 署名付き URL など、エンドツーエンドのセキュリティ

のためのオプションが用意されています。 プライベートイメージ処理のユースケースでは、

Amazon CloudFront で 署名付き URL を使用し、Amazon API Gateway Lambda オーソライザー

を実装してスタックを保護することをお勧めします。  

デモ UI 
このソリューションでは、Amazon S3 バケットでホストされる静的ウェブサイトとしてデモ UI をデ

プロイします。レイテンシーを減らし、セキュリティを向上させるために、このソリューションには、

オリジンアクセスアイデンティティを持つ Amazon CloudFront ディストリビューションが含まれてい

ます。これは、このソリューションのウェブサイトの Amazon S3 バケットにあるコンテンツへのアク

セスを制限するのに役立つ特別な Amazon CloudFront ユーザーです。詳細については、Amazon 

CloudFront 開発者ガイドの「オリジンアクセスアイデンティティを使用して Amazon S3 コンテンツ

へのアクセスを制限する」を参照してください。 

https://aws.amazon.com/security/
https://aws.amazon.com/documentation/iam/
http://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/getting-started-with-cognito-user-pools.html
https://aws.amazon.com/certificate-manager/
https://aws.amazon.com/certificate-manager/
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/PrivateContent.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/PrivateContent.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/apigateway-use-lambda-authorizer
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/apigateway-use-lambda-authorizer
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/WebsiteHosting.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/private-content-restricting-access-to-s3.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/private-content-restricting-access-to-s3.html


アマゾンウェブサービス - Serverless Image Handler 2021 年 5 月 

10/37 ページ  

実装に関する考慮事項 

Cross-Origin Resource Sharing (CORS) 
このソリューションのテンプレートには、イメージハンドラー API の Cross-Origin Resource Sharing 

(CORS) を有効にできる CorsEnabled と CorsOrigin の 2 つのパラメータが含まれています。CORS 

は、あるドメインにロードされたクライアントウェブアプリケーションが異なるドメイン内のリソース

と通信する方法を定義します。CORS サポートを利用して、API のドメインスペース外からイメージハ

ンドラー API へのリクエストを行うことができます。 

例えば、カスタムドメインまたは AWS 外のクラウドドメインでホストされているパブリックウェブア

プリケーションがある場合は、CORS を有効にしてイメージハンドラー API からオリジナルイメージま

たは変更されたイメージをフェッチできます。 

デプロイ後に CORS 設定を変更する場合は、イメージハンドラー AWS Lambda 関数の CorsEnabled 

(Yes/No) および CorsOrigin 環境変数を編集して CORS を有効または無効にできます。 

AWS Lambda クォータ 
AWS Lambda には 6 MB の呼び出しペイロード (リクエストとレスポンス) の制限があります。関数

の実行と保存に使用できるコンピューティングとストレージのリソース量に関する AWS Lambda クォ

ータの詳細については、AWS Lambda  開発者ガイドの「AWS Lambda クォータ」を参照してくださ

い。 

Amazon API Gateway クォータ 
Amazon API Gateway は、AWS Lambda を含む、すべての統合タイプの最大統合タイムアウトを 30 

秒に設定します。大きなイメージファイルを処理すると、統合タイプのタイムアウトの最大値を超えた

ことが原因で、タイムアウトエラーが発生することがあります。Amazon API Gateway クォータの詳

細については、Amazon API Gateway 開発者ガイドの「Amazon API Gateway クォータ」を参照し

てください 。 

https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/how-to-cors.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/gettingstarted-limits.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/limits.html
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イメージの URL 署名 
このソリューションのテンプレートには、イメージの URL 署名機能に必要な EnableSignature、

SecretsManagerSecret、SecretsManagerKey の 3 つのパラメータが含まれています。この機能

を有効にするには、EnableSignature パラメーターを Yes に設定して、SecretsManagerSecret

と SecretsManagerKey のパラメーターを AWS Secrets Manager で最初に作成した有効なシークレ

ットとキーに設定します。 

重要: AWS Secrets Manager のシークレットとキーの作成は、ご自身の責任において行ってくださ

い。AWS Secrets Manager のシークレット作成の詳細については、AWS Secrets Manage ユーザ

ーガイドの「シークレットの作成」を参照してください 。 

この機能を有効にすると、イメージハンドラー AWS Lambda 関数はイメージリクエストで有効な署名

をチェックします。署名が一致しない場合は、エラーメッセージが返されます。イメージの URL 署名

を有効にする場合は、signature クエリ文字列を URL に指定する必要があります。例えば、次の 

Node.js コードを使用して署名を作成できます。 

const secret = '<YOUR_SECRET_VALUE_IN_SECRETS_MANAGER>'; 
const path = '/<YOUR_PATH>'; // Add the first '/' to path. 
const signature = crypto.createHmac('sha256', 
secret).update(path).digest('hex'); 

イメージの URL 署名を使用して、イメージをリクエストできます。 

https://<distributionName>.cloudfront.net/<YOUR_PATH>?signature=<YOU
R_SIGNATURE> 

注意: 既存のソリューションを更新してイメージの URL 署名を有効にすると、更新されたスタック

は既存の URL との互換性がなくなります。URL に正しい signature クエリ文字列を提供するには、

アプリケーションを更新する必要があります。このソリューションのスタックを更新するには、「ス

タックの更新」セクションを参照してください。 

https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/manage_create-basic-secret.html
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デフォルトのフォールバックイメージ 
このソリューションは、JSON オブジェクトのエラーメッセージではなく、処理中にエラーが発生した

場合に特定のフォールバックイメージを結果として返すデフォルトのフォールバックイメージ機能を提

供します。この機能はデフォルトで無効になっています。この機能を有効にするには、

EnableDefaultFallbackImage パラメーターを Yes に設定して、FallbackImageS3Bucket と 

FallbackImageS3Key のパラメーターを有効な Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) の

バケットとオブジェクトキーに設定します。   

このソリューションのテンプレートには、既定のフォールバックイメージ機能に必要な 

EnableDefaultFallbackImage 、FallbackImageS3Bucket 、FallbackImageS3Key の 3 つの

パラメータが含まれています。この機能を有効にする前に、フォールバックイメージの Amazon S3 バ

ケットで Amazon S3 バケットポリシーを使用する場合は、その Amazon S3 バケットポリシーを編集

して、CustomResourceFunction と ImageHandlerFunction の AWS Lambda 関数でデフォルト

のフォールバックイメージオブジェクトを取得できるようにする必要があります。 

オプトインリージョン 
オプトインリージョンは、デフォルトで無効にされている AWS リージョンです。オプトインリージョ

ンは AWS コンソールで有効にできます。オプトインリージョンの詳細と有効化の方法については、

AWS 全般のリファレンスの「AWS リージョンの管理」を参照してください 。 

このソリューションでは、香港 (ap-east-1) とバーレーン (me-south-1) の 2 つのオプトインリージ

ョンがサポートされています。オプトインリージョンで起動すると、このソリューションはバージニア

北部 (us-east-1) の AWS リージョンで Amazon CloudFront 用の Amazon S3 のログ記録用のバケ

ットを作成します。Amazon CloudFront では、現在、香港 (ap-east-1) またはバーレーン (me-

south-1) の Amazon S3 バケットにアクセスログを配信していないため、Amazon S3 バケットは、

バージニア北部 (us-east-1) で起動されます。Amazon S3 バケットの詳細については、Amazon  

CloudFront 開発者ガイドの「標準ログ用の Amazon S3 バケットの選択」を参照してください 。 

オプトインリージョンにデプロイするには、指定するソース  Amazon S3 バケットが、AWS 

CloudFormation テンプレートを起動するのと同じ AWS リージョンにある必要があります。 

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande-manage.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/AccessLogs.html#access-logs-choosing-s3-bucket
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Node.js のバージョンについて 
Serverless Image Handler v4.2 以降のバージョンでは、最新の Node.js ランタイムが使用されます。

バージョン 4.0 およびそれ以前のバージョンは Node.js 8.10 ランタイムを使用します。このランタイ

ムは、2019 年 12 月 31 日にサポートが終了しました。その結果、AWS Lambda は作成操作と更新

操作の両方をブロックするようになりました。詳細については、 AWS Lambda 開発者ガイドの「ラン

タイムサポートポリシー」を参照してください。 

このソリューションに最新の機能を適用し、引き続き改善しながら使用するには、スタックを現在のバ

ージョンに更新してください。詳細については、「スタックの更新」セクションを参照してください。 

AWS CloudFormation テンプレート 
このソリューションでは、AWS CloudFormation を使用して、AWS クラウドへの Serverless Image 

Handler ソリューションのデプロイを自動化します。このソリューションには次の  AWS 

CloudFormation テンプレートが含まれており、デプロイ前にダウンロード可能です。 

serverless-image-handler.template: 2021 年 1 月現在、最新のテンプ

レートのバージョンは  5.2.0 です。このテンプレートを使用して、

Serverless Image Handler ソリューションおよび関連するすべてのコンポーネントを起動します。デ

フォルト設定では、Amazon CloudFront、Amazon API Gateway、AWS Lambda、Amazon Simple 

Storage Service がデプロイされます。 

自動デプロイ 
このセクションの手順に従って、Serverless Image Handler ソリューションを設定してアカウントに

デプロイします。 

デプロイ時間 : 約 15 分  

テンプレートを表示

https://solutions-reference.s3.amazonaws.com/serverless-image-handler/latest/serverless-image-handler.template
https://solutions-reference.s3.amazonaws.com/serverless-image-handler/latest/serverless-image-handler.template
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/runtime-support-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/runtime-support-policy.html
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前提条件 
このソリューションの AWS CloudFormation テンプレートを起動する前に、SourceBuckets テンプ

レートパラメータで Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットを指定する必要があり

ます。この Amazon S3 バケットを使用して、操作するイメージを保存します。イメージのソース 

Amazon S3 バケットが複数ある場合は、カンマ区切り値として指定できます。レイテンシーを低くす

るには、AWS CloudFormation テンプレートを起動するのと同じ AWS リージョンで S3 バケットを

使用します。 

注意: 香港 (ap-east-1) またはバーレーン (me-south-1) のいずれかの AWS リージョンから起動

する場合は、SourceBuckets テンプレートのパラメーターとして作成し指定されたイメージのソ

ース Amazon S3 バケットは、AWS CloudFormation テンプレートを起動するのと同じ AWS リー

ジョンにある必要があります。 

最初にこのソリューションをデプロイしてその機能をテストする場合は、オプションのデモ UI をデプ

ロイすることをお勧めします。詳細については、「デモ UI の使用」セクションを参照してください。 

デプロイの概要 
このアーキテクチャを AWS にデプロイするには、次のステップを行います。詳細な手順については、

各ステップのリンクを参照してください。 

ステップ 1.スタックを起動する 

• AWS アカウントで AWS CloudFormation テンプレートを起動します。 

• 必須パラメーターの値を入力します: CorsEnabled、CorsOrigins、SourceBuckets、

DeployDemoUI、LogRetentionPeriod、 EnableSignature、

EnableDefaultFallbackImage、AutoWebP 

• 他のテンプレートパラメータを確認し、必要に応じて調整します。 

ステップ 2. イメージリクエストを作成して使用する 

• フロントエンドでイメージリクエストを設定します。 

• イメージリクエストを API に送信します。 
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ステップ 1. スタックを起動する 
この自動化 AWS CloudFormation テンプレートは、Serverless Image Handler ソリューションを 

AWS クラウドにデプロイします。 

注意: このソリューションの実行中に使用した AWS サービスのコストは、お客様の負担となりま

す。詳細については、「コスト」セクションを参照してください。詳細については、このソリューシ

ョンで使用する AWS の各サービスの料金表ウェブページを参照してください。 

1. AWS マネジメントコンソールにログインし、ボタンをクリックして 

serverless-image-handler   
AWS CloudFormation テンプレートを起動します。 

独自にカスタマイズするためにテンプレートをダウンロードすることもできます。 

2. テンプレートは、デフォルトで米国東部 (バージニア北部) リージョンで起動されます。別の AWS 

リージョンで Serverless Image Handler ソリューションを起動するには、コンソールのナビゲー

ションバーのリージョンセレクターを使用します。 

3. スタックの作成 ページで、正しいテンプレート URL が Amazon S3 URL テキストボックスに示

されていることを確認し、[次へ] を選択します。 

4. スタックの詳細を指定 ページで、このソリューションのスタックに名前を割り当てます。 

5. パラメータ で、テンプレートのパラメータを確認し、必要に応じて変更します。このソリューショ

ンでは、次のデフォルト値を使用します。 

パラメータ デフォルト 説明 

CorsEnabled No Cross-Origin Resource Sharing (CORS) を有効にするかど

うかを選択します。このパラメータの詳細については、

「Cross-Origin Resource Sharing」セクションを参照して

ください。 

CorsOrigin * この値は、API によって Access-Control-Allow-Origin ヘ

ッダーで返されます。アスタリスク (*) の値は、任意のオ

リジンをサポートします。特定のオリジン  (例 : 

ソリューション 

の起動

https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?stackName=ServerlessImageHandler&templateURL=https://solutions-reference.s3.amazonaws.com/serverless-image-handler/latest/serverless-image-handler.template
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?stackName=ServerlessImageHandler&templateURL=https://solutions-reference.s3.amazonaws.com/serverless-image-handler/latest/serverless-image-handler.template
https://solutions-reference.s3.amazonaws.com/serverless-image-handler/latest/serverless-image-handler.template
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?stackName=ServerlessImageHandler&templateURL=https:%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Fsolutions-reference%2Fserverless-image-handler%2Flatest%2Fserverless-image-handler.template
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パラメータ デフォルト 説明 

http://example.domain) を指定して、API へのクロスサ

イトアクセスを制限することをお勧めします。 

注意: CorsEnabled パラメータが No に設定され

ている場合は、この値は無視されます。 

SourceBuckets <入力が必須> 操作するイメージを含むアカウントの Amazon S3 バケッ

ト (または複数の Amazon S3 バケット) を指定します。複

数の Amazon S3 バケットを指定するには、カンマで区切

ります。 

DeployDemoUI Yes デモ UI を Demo Amazon S3 バケットにデプロイします。

詳細については、「デモ UI の使用」セクションを参照して

ください。 

LogRetentionPeriod 1 Amazon CloudWatch Logs で AWS Lambda のログデー

タを保持する日数を指定します。 

EnableSignature No イメージの URL 署名機能を有効にするかどうかを選択しま

す。この機能の詳細については、「イメージの URL 署名」

セクションを参照してください。 

SecretsManagerSecret <入力は任意> イメージの URL 署名のシークレットキーを含む AWS 

Secrets Manager のシークレット名を定義します。 

注意: EnableSignature パラメータが No に設

定されている場合は、この値は無視されます。 

SecretsManagerKey <入力は任意> イメージの URL 署名を作成するためのシークレット値を含

む AWS Secrets Manager シークレットキーを定義しま

す。 

注意: EnableSignature パラメータが No に設

定されている場合は、この値は無視されます。 
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パラメータ デフォルト 説明 

EnableDefaultFallbackImage No デフォルトのフォールバックイメージ機能を有効にするか

どうかを選択します。この機能の詳細については、「デフ

ォルトのフォールバックイメージ」セクションを参照して

ください。 

FallbackImageS3Bucket <入力は任意> デフォルトのフォールバックイメージを含む Amazon S3 

バケットを指定します。 

注意: EnableDefaultFallbackImageパラメー

ターが No に設定されている場合は、この値は無視

されます。 

FallbackImageS3Key <入力は任意> プレフィックスを含むデフォルトのフォールバック イメー

ジの Amazon S3 オブジェクトキーを指定します。 

注意: EnableDefaultFallbackImageパラメー

ターが No に設定されている場合は、この値は無視

されます。 

AutoWebP No WebP 画像フォーマットを自動的に受け入れるかどうかを

選択します。 

6. [次へ] を選択します。 

7. スタックオプションの設定 ページで、[次へ] を選択します。 

8. レビュー ページで、設定を見直して確認します。テンプレートが AWS Identity and Access 

Management (IAM) リソースを作成することを確認するチェックボックスを必ずオンにします。 

9. [スタックの作成] を選択してスタックをデプロイします。 

スタックのステータスは、AWS CloudFormation コンソールのステータス列で確認できます。約 

15 分で CREATE_COMPLETE ステータスが表示されます。 
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ステップ 2. イメージリクエストを作成して使用する 
このソリューションでは、Amazon CloudFront ドメイン名を生成し、イメージハンドラー API を介し

てオリジナルイメージと変更されたイメージの両方にアクセスできます。ドメイン名は、AWS 

CloudFormation テンプレートの 出力 セクションに ApiEndpoint として記載されています。イメー

ジの場所や編集などのパラメータは、フロントエンドの JSON オブジェクトで指定されます。 

例えば、次のコードブロックではイメージの場所を myImageBucket として指定し、イメージをグレ

ースケールに変更するには grayscale: true に編集して指定します。 

const imageRequest = JSON.stringify({ 
    bucket: “<myImageBucket>” 
    key: “<myImage>.jpg”, 
    edits: { 
        grayscale: true 
    } 
}) 

次の手順に従って、イメージリクエストを作成します。 

1. AWS CloudFormation マネジメントコンソールで、出力 タブを選択し、ApiEndpoint の横に表示

される URL を書き留めます。この URL は、新しくプロビジョニングされたイメージハンドラー 

API のエンドポイント URL です。 

2. コードサンドボックスまたはフロントエンドアプリケーションで、新しい JSON オブジェクトを作

成します。このオブジェクトには、イメージの編集を正常に取得して実行するために必要なキーと

値のペアが含まれます。 

3. 上記のコードサンプルと Sharp のドキュメントを使用して、イメージ編集の要件に合わせて次のプ

ロパティを調整します。 

• Bucket - オリジナルイメージファイルを含む Amazon S3 バケットを指定します。これは、

SourceBuckets テンプレートパラメータで指定された名前です。イメージハンドラー 

AWS Lambda 関数の SOURCE_BUCKETS 環境変数に追加することで、イメージの場所を更

新できます。 

https://sharp.pixelplumbing.com/en/stable/
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• Key - オリジナルイメージのファイル名を指定します。この名前には、ファイル拡張子と、

その場所とバケットのルート間のサブフォルダを含める必要があります。 (例 : 

folder1/folder2/image.jpg) 

• Edits - イメージの編集をキーと値のペアとして指定します。イメージの編集を指定しない

場合、変更を加えずにオリジナルイメージが返されます。 

4. イメージリクエストを文字列化してエンコードします。JavaScript の JSON.stringify() プロパ

ティを使用し、その後に btoa() プロパティを使用して結果をエンコードできます。 

5. エンコードされた結果を ApiEndpoint URL に追加し、これを HTML img src プロパティの値とし

て使用するか、GET リクエストで使用します。次の例を参照してください。 

const imageRequest = JSON.stringify({ 
    bucket: “<myImageBucket>” 
    key: “<myImage>.jpg”, 
    edits: { 
        grayscale: true 
    } 
}); 
const url = `${CloudFrontUrl}/${btoa(imageRequest)}`; 
 
// Alternatively, you can call the url directly in an <img> element, 
similar to: 
<img src=`${url}` /> 

エンコードされたイメージリクエストの結果として前述のコードの例を次に示します。 

https://<distributionName>.cloudfront.net/<base64encodedRequest> 

イメージリクエストの追加機能の使用方法については、「Amazon Rekognition を使用したスマートク

ロップ」、「ラウンドクロップ」、「Amazon Rekognition を使用したコンテンツのモデレーション」

のセクションを参照してください。 Sharp でサポートされているその他の機能については、Sharp の

ドキュメントを参照してください。 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Base64
https://sharp.pixelplumbing.com/
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その他のリソース 

AWS のサービス 

• AWS CloudFormation  

• AWS Lambda 

• Amazon CloudFront 

• Amazon API Gateway 

• Amazon Rekognition 

• AWS Identity and Access Management 

• Amazon S3 

• AWS Cloud Development Kit 

イメージハンドラー 

• Sharp 

  

http://aws.amazon.com/documentation/cloudformation/
https://aws.amazon.com/documentation/lambda/
https://aws.amazon.com/cloudfront/
https://aws.amazon.com/cloudfront/
https://aws.amazon.com/api-gateway/
https://aws.amazon.com/rekognition/
https://aws.amazon.com/iam/
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/cdk/
https://sharp.pixelplumbing.com/en/stable/
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下位互換性 
Serverless Image Handler ソリューションは、このソリューションの以前のバージョンの Thumbor 

形式や Custom (rewrite 関数付き) 形式など、レガシーイメージリクエスト形式と互換性があります。

このソリューションの以前のバージョン (バージョン 3.x 以前) を使用していて、そのバージョンで使

用するためにフォーマットされたイメージリクエストがある場合は、次の注意事項を確認して、重大な

変更やパリティを最小限に抑えます。 

注意: 従来のリクエスト (Thumbor およびカスタム) は、現在、Amazon S3 バケットのルートレベ

ルからのイメージのソーシングと、SOURCE_BUCKETS 環境変数内の最初の Amazon S3 バケッ

トのみからのオリジナルイメージのソーシングに制限されています。これは、イメージハンドラー 

AWS Lambda 関数の環境変数セクションで調整できます。(例: SOURCE_BUCKETS: “my-bucket-
001, my-bucket-002, my-bucket-003”) 

Thumbor 
Thumbor イメージリクエストは通常どおり指定でき、フィルタやその他の関連プロパティはデフォル

トの Amazon CloudFront ApiEndpoint のサフィックスとして追加されます。次に例を示します。 

https://<distName>.cloudfront.net/filters:grayscale()/image.png 

カスタム 
以前のソリューションバージョンの書き換え機能を使用したカスタムイメージリクエストは、通常どお

り指定することもできます。イメージハンドラー関数の REWRITE_MATCH_PATTERN および 

REWRITE_SUBSTITUTION 環境変数は、適切な (JavaScript/ECMAScript 互換) 正規表現と文字列

で更新する必要があります。 

https://<distName>.cloudfront.net/<customRequestHere> 
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デモ UI の使用 
このソリューションでは、AWS アカウントにデプロイできるデモ用のユーザーインターフェイス (オ

プション) を提供し、基本的な性能と機能を表示します。このデモ UI では、アカウントで指定された 

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットのイメージを使用して、新しいハンドラー

を直接操作できます。 

 

図 2: Serverless Image Handler ソリューションのデモ UI 

この手順に従って、サポートされているイメージ編集機能を試し、その結果をプレビューして、アプリ

ケーションで使用できる URL のサンプルを作成します。  

1. AWS CloudFormation コンソールにサインインします。 

2. このソリューションのインストール用のスタックを選択します。 

3. 出力タブを選択し、[DemoUrl] を選択します。Serverless Image Handler のデモ UI が新しいブ

ラウザで開きます。 

https://console.aws.amazon.com/cloudformation/
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4. Image Source カードで、デモに使用するバケット名とイメージキーを指定します。イメージキ

ーにはファイル拡張子を含める必要があります。また、指定するバケットは、AWS Lambda 関数

の SOURCE_BUCKETS 環境変数にリストされている必要があります。 

5. [Import] を選択します。オリジナルイメージが Original Image カードに表示されます。 

6. Editor セクションでイメージ設定を調整し、[Preview] を選択して変更したイメージを生成しま

す。[Reset] を選択して、設定を元の値に戻すことができます。 

注意: Serverless Image Handler ソリューションのデモ UI では、限定された一連のイメージ編集

を提供していますが、イメージハンドラー API とイメージの URL 署名で提供される機能の全範囲が

含まれているわけではありません。イメージの変更には、独自のフロントエンドアプリケーションを

使用することをお勧めします。 

Amazon Rekognition を使用したスマートクロ

ップ 
Serverless Image Handler ソリューションでは、Amazon Rekognition を活用して、スマートクロッ

プのために送信されたイメージの顔検出を行います。 

イメージリクエストの使用 
イメージでスマートクロップを有効にするには、イメージリクエストの  edits プロパティに 

smartCrop プロパティを追加します。 

• smartCrop: (オプション、ブール値 || オブジェクト) オリジナルイメージのスマートクロップ機

能を有効にします。この値が true の場合は、この機能は追加のオプションなしでオリジナルイメー

ジから検出された最初の顔を返します。 
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const imageRequest = JSON.stringify({ 
    bucket: “<myImageBucket>” 
    key: “<myImage>.jpg”, 
    edits: { 
        smartCrop: true 
    } 
}) 

• 次の smartCrop 変数をコードサンプル内に示しています。 

- smartCrop.faceIndex: (オプション、数値) オリジナルイメージ内に複数の顔が存在する場

合にフォーカスする顔を指定します。検出された顔は、検出された一番大きい顔から一番小さ

い顔までをゼロから始まる配列でインデックス化されます。この値を指定しない場合は、

Amazon Rekognition はオリジナルイメージから検出された一番大きい顔を返します。 

- smartCrop.padding: (オプション、数値) クロップされたイメージの周囲に追加するパディ

ングの量をピクセル単位で指定します。パディング値は、クロップされたイメージのすべての

辺に適用されます。さらに、Serverless Image Handler ソリューションの拡張プロパティを使

用して、次の例に示すように、クロップされたイメージに特定のパディング調整を適用できま

す。 

const imageRequest = JSON.stringify({ 
    bucket: “<myImageBucket>” 
    key: “<myImage>.jpg”, 
    edits: { 
        smartCrop: { 
            faceIndex: 1  // zero-based index of detected faces 
            padding: 40   // padding expressed in pixels, applied to 
all sides 
        } 
    } 
}) 

ラウンドクロップ  
Serverless Image Handler ソリューションでは、円形のパターンでイメージをクロップできます。 
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イメージリクエストの使用 
イメージのラウンドクロップ機能を有効にするには、イメージリクエストの edits プロパティに 

roundCrop プロパティを追加します。 

• roundCrop: (オプション、ブール値 || オブジェクト) オリジナルイメージのラウンドクロップ機

能をアクティブにします。この値が true の場合は、この機能はオリジナルイメージを中心に、オ

リジナルイメージの最小エッジの直径を持つ、円形にクロップされたイメージを返します。 

const imageRequest = JSON.stringify({ 
    bucket: “<myImageBucket>” 
    key: “<myImage>.jpg”, 
    edits: { 
        roundCrop: true  
    } 
}) 

• 次の roundCrop 変数をコードサンプル内に示しています。 

– roundCrop.rx: (オプション、数値) 楕円の X 軸に沿った半径を指定します。値が指定されて

いない場合は、デフォルトで最小エッジの長さの半分の値になります。 

– roundCrop.ry: (オプション、数値) 楕円の Y 軸に沿った半径を指定します。値が指定されて

いない場合は、デフォルトで最小エッジの長さの半分の値になります。 

– roundCrop.top: (オプション、数値) 楕円の中心を配置するためにオリジナルイメージの上か

らのオフセットを指定します。値が指定されていない場合は、デフォルトで高さの半分の値に

なります。 

– roundCrop.left: (オプション、数値) 楕円の中心を配置するためにオリジナルイメージの左端

からのオフセットを指定します。値が指定されていない場合は、デフォルトで幅の半分の値に

なります。 
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const imageRequest = JSON.stringify({ 
    bucket: “<myImageBucket>” 
    key: “<myImage>.jpg”, 
    edits: { 
        roundCrop: { 
            rx: 30   // x-axis radius 
            ry: 20   // y-axis radius 
            top: 300    // offset from top edge of orginal image 
            left: 500    // offset from left edge of original image 
        } 
    } 
}) 

Amazon Rekognition を使用したコンテンツの

モデレーション 
Serverless Image Handler ソリューションでは、Amazon Rekognition を使用して不適切なコンテン

ツを検出できます。 

イメージの使用 
コンテンツのモデレーション機能を有効にするには、イメージリクエストの edits プロパティに 

contentModeration プロパティを追加します。 

• contentModeration: (オプション、ブール値 || オブジェクト) オリジナルイメージのコンテンツ

のモデレート機能を有効にします。この値が true の場合は、この機能は Amazon Rekognition を

使用して、75% 以上に設定された最小信頼度で不適切なコンテンツを検出ます。不適切なコンテン

ツが検出された場合は、そのイメージにぼかしが入れられます。 

const imageRequest = JSON.stringify({ 
    bucket: “<myImageBucket>” 
    key: “<myImage>.jpg”, 
    edits: { 
        contentModeration: true  
    } 
}) 
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• 次の contentModeration  変数をコードサンプル内に示しています。 

– contentModeration.minConfidence: (オプション、数値) Amazon Rekognition で使用す

る最小信頼度のレベルを指定します。Amazon Rekognition では、最小信頼度を超えて検出さ

れたコンテンツのみを返します。値が指定されていない場合は、デフォルト値は 75% に設定さ

れます。 

– contentModeration.blur: (オプション、数値) 不適切なコンテンツが検出された場合に、イ

メージに入れるぼやかしの強さのレベルを指定します。数値は、ガウシアンぼかしをシグマ (シ

グマ = 1 + 半径 /2 ) で表します。 詳細については、Sharp のドキュメントを参照してくださ

い。値が指定されない場合は、デフォルト値は 50 に設定されます。 

– contentModeration.moderationLabels: (オプション、配列) 検索する特定のコンテンツを

識別します。Amazon Rekognition では、指定されている smartCrop.moderationLabels 

内で特定のコンテンツを検出した場合にのみ、イメージにぼかしが入れられます。トップレベ

ルのカテゴリまたは第 2 レベルのカテゴリのいずれかを使用できます。トップレベルのカテゴ

リには、関連する第 2 レベルのカテゴリが含まれていますモデレーションラベルのオプション

の詳細については、Amazon Recognition 開発者ガイドの「コンテンツのモデレーション」を

参照してください 。 

const imageRequest = JSON.stringify({ 
    bucket: “<myImageBucket>” 
    key: “<myImage>.jpg”, 
    edits: { 
        contentModeration: { 
            minConfidence: 90   // minimum confidence level for 
inappropriate content 
            blur: 80            // amount to blur image 
            moderationLabels: [ // labels to search for 
               “Hate Symbols”, 
               “Smoking” 
             ] 
        } 
    } 
}) 

https://sharp.pixelplumbing.com/api-operation#blur
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/dg/moderation.html
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サポートされている Thumbor フィルタのリスト 
このソリューションは現在、次の表に示すフィルタをサポートしています。フィルタを使用するには、

イメージ名 (<example>) を含む次の構文を使用して Amazon CloudFront の URL を追加する必要

があります。イメージに複数のフィルタを使用するには、URL の同じセクションにフィルタを一覧表

示します。(例: https://<yourcloudfronturl>/fit-

in/300x400/filters:fill(00ff00)/filters:rotate(90)/<example>.jpg) 

フィルタでは、指定された順序でイメージが処理されます。 

注意: Serverless Image Handler ソリューションの現在のバージョンでは、一部の Thumbor フィ

ルタをサポートしていません。これは、高度なイメージリクエストの設定を使用する従来のユーザー

に影響を与える可能性があります。フィルタの使用例については、Thumbor のドキュメントを参照

してください。 

フィルタ名 フィルタの構文 

Autojpg /filters:autojpg()/ 

Background color /filters:background_color(color)/ 

Blur /filters:blur(7)/ 

Color fill /filters:fill(color)/ 

Convolution /filters:convolution(1;2;1;2;4;2;1;2;1,3,false)/ 

Equalize /filters:equalize()/ 

Grayscale /filters:grayscale()/ 

Image format (heic, heif, jpeg, png, 

raw, tiff, webp) 

/filters:format(image_format) 

Image type (jpeg, png, gif) /filters:format(jpeg)/ 

No upscale /filters:no_upscale()/ 

Proportion /filters:proportion(0.0-1.0)/ 

http://thumbor.readthedocs.io/en/latest/filters.html


アマゾンウェブサービス - Serverless Image Handler 2021 年 5 月 

29/37 ページ  

フィルタ名 フィルタの構文 

Quality /filters:quality(0-100)/ 

Resize /fit-in/800x1000/ 

RGB /filters:rgb(20,-20,40)/ 

Rotate /filters:rotate(90)/ 

Sharpen /filters:sharpen(0.0-10.0, 0.0-2.0, true/false)/  

Stretch /filters:stretch()/ 

Strip Exif /filters:strip_exif()/ 

Strip ICC /filters:strip_icc()/ 

Upscale /filters:upscale()/ 

Watermark /filters:watermark(bucket,key,x,y,alpha[,w_ratio[,h_ratio]]) 

 

イメージハンドラー関数の環境変数 
Serverless Image Handler ソリューションのほとんどの設定とカスタマイズは、イメージハンドラー 

AWS Lambda 関数に関連付けられた環境変数を編集および更新することによって行うことができます。 

イメージハンドラー関数は、次のいずれかの方法を使用して AWS マネジメントコンソールで確認でき

ます。 

• AWS Lambda コンソールでは、イメージハンドラー関数が次の命名規則で一覧表示されます。 

<StackName>-<ImageHandlerFunction>-<UniqueId> 

• AWS CloudFormation コンソール では、イメージハンドラー関数はデプロイされたスタックの 

Resources タブに、Logical ID として ImageHandlerFunction が表示されます。 

AWS Lambda 関数を開いた後、Environment variables セクションまで下にスクロールします。こ

のソリューションの設定をカスタマイズするには、次のキーと値のペアを使用します。 
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変数キー 値の型 説明 

AUTO_WEPB Yes/No WebP 画像フォーマットを自動的に受け入れるかどうかを選

択します。 

CORS_ENABLED Yes/No イメージハンドラー  API レスポンスとともに  Access-

Control-Allow-Origin ヘッダーを返すかどうかを示します。 

CORS_ORIGIN String この値は、API によって Access-Control-Allow-Origin ヘッ

ダーで返されます。アスタリスク (*) の値は、任意のオリジ

ン を サ ポ ー ト し ま す 。 特 定 の オ リ ジ ン  ( 例 : 

http://example.domain) を指定して、API へのクロスサイ

トアクセスを制限することをお勧めします。 

注意: CORS_ENABLED が Noに設定されている場

合は、この値は無視されます。 

ENABLE_DEFAULT_FALLBACK

_IMAGE 

Yes/No エラーが発生した場合にデフォルトのフォールバックイメー

ジを返すかどうかを選択します。 

DEFAULT_FALLBACK_IMAGE_

BUCKET 

String デフォルトのフォールバックイメージを含む Amazon S3 バ

ケットを指定します。 

注意: ENABLE_DEFAULT_FALLBACK_IMAGE 

パラメータが No に設定されている場合は、この値

は無視されます。 

DEFAULT_FALLBACK_IMAGE_

KEY 

String プレフィックスを含むデフォルトのフォールバックイメージ

の Amazon S3 オブジェクトキーを定義します。 

注意: ENABLE_DEFAULT_FALLBACK_IMAGE 

パラメータが No に設定されている場合は、この値

は無視されます。 

ENABLE_SIGNATURE Yes/No イメージの URL 署名を使用するかどうかを選択します。 
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変数キー 値の型 説明 

REWRITE_MATCH_PATTERN Regex デフォルトでは、このパラメータは空です。rewrite 関数を

使用してカスタムイメージリクエストに一致させる 

JavaScript 互換の正規表現が含まれています。JavaScript 互

換の正規表現と一致させる必要があります。 (例 : 

/(filters-)/gm) 

REWRITE_SUBSTITUTION String デフォルトでは、このパラメータは空です。rewrite 関数を

使用したカスタムイメージリクエストの置換文字列が含まれ

ます。(例: filters:) 

SECRETS_MANAGER String イメージの  URL 署名のシークレットキーを含む  AWS 

Secrets Manager のシークレットを定義します。 

注意: ENABLE ENABLE_SIGNATURE が No に

設定されている場合は、この値は無視されます。 

SECRET_KEY String イメージの URL 署名を作成するシークレット値を含む AWS 

Secrets Manager のシークレットキーを定義します。 

注意: ENABLE ENABLE_SIGNATURE が No に

設定されている場合は、この値は無視されます。 

SOURCE_BUCKETS String/Re
gex 

オリジナルイメージを含むアカウントの S3 バケット (1 つま

たは複数のバケット) 。複数のバケットを指定する場合は、

カンマで区切ります。正規表現は、複数のバケットのバケッ

トプレフィックスとして使用できます。 

書き換え機能 
この機能により、新しいイメージの URL に対応するようにアプリケーションを変更することなく、現

在のイメージリクエストモデルを Serverless Image Handler ソリューションに移行できます。この機

能を使用するには、イメージハンドラー関数に次の環境変数を設定する必要があります。これらの環境

変数はデフォルトで関数に追加されますが、書き換え機能が必要な場合は、ユーザー入力用に空のまま

にします。 



アマゾンウェブサービス - Serverless Image Handler 2021 年 5 月 

32/37 ページ  

変数キー 値の型 説明 

REWRITE_MATCH_PATTERN  Regex デフォルトでは、このパラメータは空です。rewrite 関

数を使用してカスタムイメージリクエストに一致させる 

JavaScript 互換の正規表現が含まれています。

JavaScript 互換の正規表現と一致させる必要がありま

す。(例: /(filters-)/gm) 

REWRITE_SUBSTITUTION  String デフォルトでは、このパラメータは空です。rewrite 関

数を使用したカスタムイメージリクエストの置換文字列

が含まれます。(例: filters:) 

 

書き換え機能は、JavaScript 互換の正規表現一致パターンと置換文字列に基づいて、カスタム URL イ

メージリクエストを Thumbor が使用可能なフォーマットに変換します。イメージリクエストは、

Thumbor で使用可能なフォーマットに変換された後で Thumbor のイメージリクエストとして処理さ

れ、編集は新しい Sharp イメージライブラリにマッピングされます。 

スタックの更新 
このソリューションを以前にデプロイしたことがある場合は、この手順を使用して  AWS 

CloudFormation スタックを現在のバージョンに更新してください。 

1. Serverless Image Handler ソリューションをデプロイしたメインアカウントから、AWS 

CloudFormation コンソールにサインインします 。 

2. スタックページで、このソリューションのスタックを選択し、[更新] を選択します。 

3. スタックの更新ページで、[既存テンプレートを置き換える] が選択されていることを確認します。 

• テンプレートの指定セクションで、[Amazon S3 URL] を選択します。 

• 最新テンプレートのリンクをコピーします。 

• Amazon S3 URL テキストボックスにリンクを貼り付けます。 

• 正しいテンプレートの URL が Amazon S3 URL テキストボックスに表示されていることを確

認し、[次へ] を選択します。 

https://console.aws.amazon.com/cloudformation/
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/
https://solutions-reference.s3.amazonaws.com/serverless-image-handler/latest/serverless-image-handler.template
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4. スタックの詳細を指定ページのパラメータで、テンプレートのパラメータを確認し、必要に応じて

変更します。パラメータの詳細については、「ステップ 1. スタックを起動する」セクションを参照

してください 。 

5. [次へ] を選択します。 

6. スタックオプションの設定ページで、[次へ] を選択します。 

7. レビューページで、設定を見直して確認します。テンプレートが AWS Identity and Access 

Management (IAM) リソースを作成することを確認するチェックボックスを必ずオンにします。 

8. [変更セットのプレビュー] を選択して、変更を確認します。 

9. [スタックの更新] を選択して、スタックをデプロイします。 

スタックのステータスは、AWS CloudFormation コンソールのステータス列で確認できます。約 15 

分で UPDATE_COMPLETE ステータスが表示されます。 

ソリューションのアンインストール 
Serverless Image Handler ソリューションは、AWS マネジメントコンソールから、または AWS コ

マンドラインインターフェイスを使用してアンインストールできます。このソリューションで作成され

た Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットは手動で削除する必要があります。保持

したいデータが格納されている場合を考慮して、AWS ソリューション実装ではこのリソースを自動的

に削除していません。 

AWSマネジメントコンソールの使用 
1. AWS CloudFormation コンソールにサインインします。 

2. スタックページで、このソリューションのスタックを選択します。 

3. [削除] を選択します。 

 

https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?
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AWSコマンドラインインターフェイスの使用  
AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) がご使用の環境で使用できるかどうかを確認してく

ださい。インストール手順については、AWS CLI ユーザーガイドの「AWS コマンドラインインターフ

ェイスとは」を参照してください。AWS CLI が使用可能になったことを確認したら、次のコマンドを

実行します。 

$ aws cloudformation delete-stack --stack-name <your-stack-name> 

 

Amazon S3 バケットの削除 
このソリューションでは、AWS CloudFormation スタックを削除して、誤ってデータを損失しないよ

うにするために、このソリューションで作成された Amazon S3 バケット (オプトインリージョンにデ

プロイするため) を保持するように設定しています。このソリューションをアンインストールした後に、

データを保持する必要がない場合は、Amazon S3 バケットを手動で削除できます。次の手順に従って、

Amazon S3 バケットを削除してください。 

1. Amazon S3 コンソールにサインインします。 

2. 左のナビゲーションペインから [バケット] を選択します。 

3. <stack-name> Amazon S3 バケットを見つけます。 

4. その Amazon S3 バケットを選択し、[削除] を選択します。 

AWS CLI を使用して Amazon S3 バケットを削除するには、次のコマンドを実行してください。 

$ aws s3 rb s3://<bucket-name> --force 

または、Amazon S3 バケットを自動的に削除するように AWS CloudFormation テンプレートを設定

することもできます。スタックを削除する前に、AWS CloudFormation の DeletionPolicy 属性の削除

動作を変更します。これにより、AWS CloudFormation テンプレートのパラメーターとして作成およ

び指定したソースバケットは削除されません。 

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-welcome.html
https://console.aws.amazon.com/s3/home
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-attribute-deletionpolicy.html
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運用メトリクスの収集 
このソリューションには、匿名の運用メトリクスを AWS に送信するオプションが含まれています。当

社はこのデータを使用して、お客様がこのソリューション、関連サービスおよび製品をどのように使用

しているかをよりよく理解し、提供するサービスや製品の改善に役立てます。このオプションを有効に

すると、AWS Lambda 関数が呼び出されるたびに、次の情報が収集され、AWS に送信されます。 

• Solution ID: AWS ソリューション識別子 

• Unique ID (UUID): ランダムに生成された一意の識別子  

• Timestamp: このソリューションの Lambda 関数が実行されたときのタイムスタンプ 

• Version: Serverless Image Handler ソリューションのバージョン 

• Region: このソリューションのデプロイ先の AWS リージョン 

• EnableSignature: イメージの URL 署名が有効化になっているか 

• EnableDefaultFallbackImage: デフォルトのフォールバックイメージが有効になっているか 

このオプションで収集されたデータは AWS に帰属します。 データ収集には、AWS プライバシー

ポリシーが適用されます。この機能を無効にするには、次のタスクを実行します。 

AWS CloudFormation テンプレートマッピングセクションを次のように変更します。 

"Send" : { 
    "AnonymousUsage" : { "Data" : "Yes" } 
}, 

を次に変更します。 

"Send" : { 
"AnonymousUsage" : { "Data" : "No" } 

}, 

https://aws.amazon.com/privacy/
https://aws.amazon.com/privacy/
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ソースコード 
GitHub リポジトリにアクセスして、このソリューションのソースファイルをダウンロードし、カスタ

マイズを他のユーザーと共有できます。さらに、AWS CloudFormation テンプレートの以前のバージ

ョンが必要な場合は、GitHub Issues のページからリクエストできます。Serverless Image Handler 

のテンプレートは、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) を使用して生成されています。詳細に

ついては、README.md ファイルを参照してください。 

改訂 
日付 変更 

2017 年 6 月 初回リリース 

2017 年 8 月 書き換え機能およびデモ UI のオプションデプロイを追加するためにソリューションを更新 

2017 年 10 月 CORS サポートを提供するためにソリューションを更新 

2018 年 9 月 ウォーターマーク、URL エンコーディング、デバッグ、トラブルシューティングに関する

情報を追加 

2018 年 12 月 Amazon S3 バケットでホストする静的ウェブサイトの Amazon CloudFront ディストリ

ビューションに関する情報を追加 

2019 年 1 月 デモ UI の使用、安全な URL、Thumbor の AWS Lambda パッケージのカスタマイズに

関する情報を追加  

2019 年 6 月 Sharp、複数のイメージソース、基本的なイメージ編集、Amazon Rekognition によるス

マートクロッピング、下位互換性、およびデモ UI の更新に関するサポートを追加 

2019 年 8 月 サポートされている Thumbor フィルタのリストを更新 

2019 年 12 月 Node.js の更新のサポートに関する情報を追加  

2020 年 2 月 Thumbor フィルタのウォーターマークのサポートを追加、WebP 画像フォーマットを自動

的に表示するための AutoWebP パラメータを追加 

2020 年 8 月 AWS CloudFormation テンプレートを更新 (詳細については、GitHub 

リポジトリの CHANGELOG.md ファイルを参照) 

https://github.com/awslabs/serverless-image-handler
https://github.com/awslabs/serverless-image-handler/issues
http://aws.amazon.com/cdk/
https://github.com/awslabs/serverless-image-handler/blob/master/README.md
https://github.com/awslabs/serverless-image-handler/blob/master/CHANGELOG.md
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日付 変更 

2020 年 11 月 イメージの URL 署名とデフォルトのフォールバックイメージ機能を追加 

(詳細については、GitHub リポジトリの CHANGELOG.md ファイルを参照) 

2021 年 1 月 v5.2.0 をリリース。 

コンテンツのモデレーション、ラウンドクロップ、およびオプトインリージョンのサポー

トを追加。(新機能の詳細については、GitHub リポジトリの CHANGELOG.md ファイル

を参照) 

2021 年 5 月 
より明確なビジネス価値を提供し、アーキテクチャフローをより明確に説明するためにド

キュメントを改善 
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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。 

Serverless Image Handler ソリューションは、https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0で閲覧

可能な Apache ライセンスバージョン 2.0 の条項に基づいてライセンスされます。 

https://github.com/awslabs/serverless-image-handler/blob/master/CHANGELOG.md
https://github.com/awslabs/serverless-image-handler/blob/master/CHANGELOG.md
https://github.com/awslabs/serverless-image-handler/blob/master/CHANGELOG.md
https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
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