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n経歴
• インターネットメディアのインフラエンジニア
• サーバー・ストレージベンダーのプリセールス・開発等

n好きなAWSサービス
AWS CLI、AWS SDK



本セッションについて

n想定聴講者
§ AWS 上で何らかのシステム構築経験がある
§ ⼿作業での構築について、課題感を感じている
§ コードを使った管理 (Infrastructure as Code) に興味がある
§ 以上に該当するインフラ担当者・アプリ担当者のみなさま

nゴール
§ なぜコードを使った管理を⾏うのかを理解頂く
§ AWS環境をコードで管理するための⼿法を学んで頂き、実践につなげて頂く

nお話ししないこと
§ 紹介するサービスの仕様詳細、ユースケース別の使い⽅、Deep な使い⽅



Agenda

• AWS 環境におけるコード管理とは

• AWS CloudFormation で⾏うコード管理

• AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) で⾏うコード管理

• 何から始めれば良いか
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AWS 環境におけるコード管理とは



クラウドアプリケーションの管理
クラウドアプリケーションの管理には
リソースのライフサイクル管理が含まれる
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クラウドアプリケーションの管理

AWS
Management
Console

AWS
Command
Line Interface
(AWS CLI)

AWS tools
and software
development kits
(SDKs)

AWS
CloudFormation

リソースのライフサイクル管理にはいくつかの⽅法がある
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AWS環境のコード管理とは
• スタックをデプロイするためのテンプレート
スタック = リソースの集合体

• 複製、再デプロイ、再使⽤可能

• インフラストラクチャとアプリケーションを
同じ⼿法でバージョン管理する

• デプロイに失敗した時、正常な状態にロール
バック出来る



なぜコード管理が必要なのか

• アプリケーションはデプロイの⾃動化・簡易化を⾏っているのに、
AWS 環境の構築は⼿作業のまま

• 環境の複製をするときも、⼿順書を⾒ながら同じ作業の繰り返し

• 構成情報が分からなくなってしまって、変更を⾏うことの影響が把握
できなくなっている

みなさま、次のような状況に⼼当たりはありませんか︖



コード管理を⽬的にしないために

• アプリケーションのようにテストからデプロイまでを⾃動化すること

• 環境の複製を容易にすること

• 構成情報を把握できていないシステムを産み出さないこと

• 等々...

みなさまは何を⽬的にコード管理を検討されていますか
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AWS CloudFormationで⾏うコード管理



CloudFormationのコード

AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Description: A CodeCommit Repo and Cloud9 Environment
Resources:
MyRepo:
Type: "AWS::CodeCommit::Repository"
Properties:
RepositoryName: MyRepo
RepositoryDescription: Sample Repository for Demo

MyC9Environment:
Type: "AWS::Cloud9::EnvironmentEC2"
Properties:
Repositories:
- PathComponent: /cfn
RepositoryUrl: !GetAtt MyRepo.CloneUrlHttp

InstanceType: t2.micro

テンプレートの
書式バージョンや説明

構築するリソースを定義



CloudFormationのリソース

スタック
→ リソースの集合体

テンプレート
→ リソースを定義

チェンジセット
→ 影響範囲を確認
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CloudFormationとは
• テンプレートには、各リソースのあるべき状態を宣⾔的に定義します

• CloudFormation は、定義された構成をAPI呼び出しに読み替えます

コードを定義する1
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CloudFormationとは
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CloudFormationとは
• テンプレートには、各リソースのあるべき状態を宣⾔的に定義します

• CloudFormation は、定義された構成をAPI呼び出しに読み替えます

様々なリソースを
スタックとして、
管理していきます

4スタックを作成し、
チェンジセットを
実⾏する

3コードを定義する1 アップロードし
チェンジセットを
確認する

2



CloudFormationを使う利点

• リソースの構成を、あるべき状態として定義できる
§ 例) 「仮想サーバを1台追加」ではなく「仮想サーバーが1台存在している」

• 安定的な AWS 環境のデプロイ
§ 適切な構築順序、作業ミスや認識誤りを防ぐ

• StackSetsによりマルチアカウント/マルチリージョンにデプロイ
§ 単⼀のテンプレートで多数のリソースを安全に管理可能

• 定義からのドリフト(差異)を検出できる
§ ⼿作業で⾏った変更をテンプレートにフィードバックするために役⽴つ



CloudFormationテンプレートを効率的に作成するには

https://github.com/aws-cloudformation/cfn-python-lint

具体的な環境の例は、本セッションの最後に案内する資料・動画をご覧ください。



参考︓テンプレート作成のユーティリティ

https://github.com/iann0036/former2

3rdパーティの Former2 を使⽤することで、既存の AWS リソースを
CloudFormation テンプレートとして出⼒できる

https://github.com/iann0036/former2


CloudFormationテンプレートのコンプライアンス

• ポリシーコンプライアンスをチェックする CloudFormation Guard
• リソースが満たすべき条件を指定してチェックする
• cfn-guard-rulegen コマンドで、テンプレートからルールのひな形を⽣成
• cfn-guard コマンドでチェック実⾏
• Lambda で実⾏可能なライブラリもあり、パイプラインに組み込みやすい

$ cfn-guard check -t Examples/ebs_volume_template.yaml -r Examples/ebs_volume_template.ruleset
[NewVolume2] failed because [Encrypted] is [false] and the permitted value is [true]
[NewVolume] failed because [Encrypted] is [false] and the permitted value is [true]
[NewVolume] failed because [Size] is [500] and the permitted value is [<= 100] Number of failures: 3

https://github.com/aws-cloudformation/cloudformation-guard

テンプレートがポリシーを満たしているかどうかを確認する



ベストプラクティス︓スタックの分割⽅針

Instances, Auto Scaling groups

API endpoints, functions

Alarms, dashboards

VPCs, NAT gateways, VPNs

IAM users, groups, roles, policies

フロントエンド

バックエンド

ステートフルリソース

ベースネットワーク

認証・認可

監視

Databases and clusters, queues

Dev Test Stage Prod

レイヤとライフサイクルで
分割する

環境ごとに再使⽤する

1

2

テンプレートの巨⼤化を防ぐためにスタックを整理する



ベストプラクティス︓クロススタック参照

Outputs:
PublicSubnet:

Description: The subnet ID to use for public web servers
Value:

Ref: PublicSubnet
Export:

Name:
Fn::Sub: "${AWS::StackName}-SubnetID"

Resources:
ElasticLoadBalancer:

Type: AWS::ElasticLoadBalancer
Properties:

Subnets:
- Fn::ImportValue:

Fn::Sub: "${NetworkStackName}-SubnetID"
SecurityGroups:
- Ref: ELBSecurityGroup
CrossZone: 'true’
...

ベースネットワーク⽤テンプレート

フロントエンド⽤テンプレート

下位レイヤ側で連携させたい値を Export し、
上位レイヤ側でその値を Import することでスタックをまたいだ値の参照する

テンプレートのメンテナンス性や再利⽤性を⾼める



ベストプラクティス︓リファクタリング

• リソースのインポートによって、リソースをより適切なスタックに移動する
• テンプレートの修正前に、ドリフト検出を適⽤し、スタック更新の失敗を防ぐ
• ドリフトとして検出されたリソースを再インポートすることで差異を修正する

(左) あるべき状態 (右) 実際の状態

テンプレートの管理範囲の適正化、ドリフトの是正を⾏う



ベストプラクティス︓機密情報の動的な参照

Resources:
MyRDSDB:
Type: "AWS::RDS::DBInstance"
Properties:
DBInstanceClass: db.t2.medium
AllocatedStorage: ’20’
Engine: mariadb
EngineVersion: ’10.2’
MasterUsername: appadmin
MasterUserPassword: 

‘{{resolve:ssm-secure:ssbRDSmEcntl:1}}'

AWS Systems Manager パラメータストアや AWS Secrets Manager を
使⽤することで、機密情報をテンプレートに埋め込む必要がない



CloudFormationレジストリと CLI

• Resource Provider Development Kit (RPDK)を
使⽤することで、Java や Go、Python を⽤いて
リソースプロバイダの開発が可能

• RPDK と CloudFormation CLI を使⽤して
レジストリに登録して活⽤する

• 複数の 3rdパーティ企業から各社製品をリソー
スとして管理出来きるソースプロバイダが提供
されており、AWS ネイティブなリソースプロバ
イダと同じように使⽤できる

AWS 以外のリソースでも、Resource Provider を開発し CloudFormationレジストリ
に登録することで、スタックによる管理が可能
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AWS CDK で⾏うコード管理



CDKのコード

VPC の定義

Amazon ECS クラスターの定義

Network Load Balancer および
ECS タスク等の定義



CDKとは
AWS 環境を⼀般のプログラミング⾔語で記述できるツールキット

CloudFormation テンプレートを⽣成
CloudFormation によって構築実⾏

少ないコードで記述できる

AWS のベストプラクティスをデフォルト値として内包
⽣成される CloudFormationテンプレートによって

実際にデプロイされるものを確認可能

CDK コード



CDKとは
⼀般のプログラミング⾔語であるため、
エディタによる強⼒なサポートの恩恵を受けられる

コード補完の例
(環境に合わせて拡張機能などの導⼊が必要です)

Java



CDKの主なコンポーネント

Auto Scaling

CDK を構成する基本要素 CDK アプリケーションの基本要素
クラウドコンポーネントを表す

CDK アプリケーションを操作するツール
CloudFormation テンプレートを

⽣成・デプロイする



Constructからクラウドへ

Construct で構成された
ソースコード

CDK CLI を実⾏ テンプレートおよび
AWS Lambda 等のアセット

CloudFormation を通じて
クラウドへ



Construct
• L1 – CloudFormation の全てが仕様に含まれる
§ CloudFormation の仕様に基づき⾃動⽣成される
§ CloudFormation がサポートしたリソースはCDKでもすぐに使⽤可能

• L2 - 推奨するデフォルトを採⽤した⾼レベルの抽象化
§ CDK チームが特定のユースケースのために開発
§ 適切なデフォルトとセキュリティーポリシーのベストプラクティスを含む
§ 存在しないリソースもある (無理に L2 を使わず L1 でも良い)

• L3 - 複数の AWS サービスを使⽤する⼀般的なアーキテクチャ
§ 特定のユースケースのためにアーキテクチャ全体を構成する複数のリソースを含む



L3Construct

Amazon VPC

数百⾏の
CloudFormation
テンプレート

• Subnets
• EIP
• NAT gateways
• Internet gateway
• Route
• Route table

Elastic Load 
Balancing

• Security group
• Security group egress
• Security group ingress
• Task definition
• Listener
• Target group

AWS Fargate 
service

• IAM roles
• IAM policies
• Log group
• Configuration

Amazon ECS 
task definition

• image
• CPU
• memory
• port

“amazon-ecs-sample” 
image



CDKと CloudFormationコード⽐較

AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Description: A CodeCommit Repo and Cloud9 Environment
Resources:

MyRepo:
Type: "AWS::CodeCommit::Repository"
Properties:

RepositoryName: MyRepo
RepositoryDescription: Sample Repository for Demo

MyC9Environment:
Type: "AWS::Cloud9::EnvironmentEC2"
Properties:

Repositories:
- PathComponent: /cfn

RepositoryUrl: !GetAtt MyRepo.CloneUrlHttp
InstanceType: t2.micro

宣⾔型の YAML フォーマットは、理解しやすく使⽤
するのも容易。その⼀⽅で命令型の機能が少なく
冗⻑な表現になる可能性がある。

CDK CloudFormation

⾼⽔準⾔語を使⽤することにより、よりコンパクトな
表現が可能になり、⾔語に合わせたツールや機能を活⽤
できる。その⼀⽅で開発のためにプログラミングの知識
が必要となる。



AWS環境のコード管理

• 100% を⽬指さない、コード化できないもの・しないものがあっても良い
§ 全てを CloudFormation ・ CDKだけで管理しようとしない
§ 構成ではなく、環境操作の⼿続きを定義する場合には CLI・シェルスクリプトを使う

• 巨⼤にしない、適切なサイズ・範囲に分割する
§ ⼤きすぎるものは全体像の把握が難しい
§ 修正するときの影響範囲が広くなりがち

• ⼤事なこと
§ みなさまの状況・⽴場に合わせて、コード化の要否を判断してください
§ コード管理をする⽬的はなんですか︖ どんな課題を解決したいですか︖

コード管理との付き合いかた
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何から始めれば良いか



これから始めようとしている⽅へ

https://aws.amazon.com/jp/aws-jp-introduction/aws-jp-webinar-hands-on/

「AWS ハンズオン」で検索︕



更に詳しく知りたい⽅へ

• オンラインセミナーの資料・動画
§ AWS CloudFormation
– 概要、便利なツール、開発・テスト・デプロイ・運⽤の⽅法
– https://d1.awsstatic.com/webinars/jp/pdf/services/20200826_AWS-BlackBelt_AWS-CloudFormation.pdf

§ AWS CloudFormation deep dive
– 実運⽤で発⽣するユースケース別の使い⽅、深い機能の使い⽅
– https://d1.awsstatic.com/webinars/jp/pdf/services/20201006_BlackBelt_CloudFormation_DeepDive.pdf

§ AWS Cloud Develop Kit (CDK)
– 概要、⾔語別のはじめかた、コンセプトとTips、デモ (動画参照)
– https://d1.awsstatic.com/webinars/jp/pdf/services/20200303_BlackBelt_CDK.pdf

「AWS 資料」で検索︕ 動画はこちらから

https://aws.amazon.com/jp/aws-jp-introduction/



関連セッション

• AWS-30
§ AWSサービスで実現する継続的インテグレーション/継続的デリバリー
（CI/CD）⼊⾨

• AWS-23
§ AWS Management and Governance サービスによるイノベーションの加速



Thank you!
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AWS トレーニングと認定

詳細はこちら https://aws.amazon.com/jp/training/

デジタルトレーニング

クラウドのスキルを構築
する無料のオンデマンド

コースを探索する

AWS 認定の取得

業界で認められている
認定を取得する

クラスルーム
トレーニング

エキスパートインストラ
クターによるトレーニング

に参加する

エンタープライズ
リソース

学習ニーズ分析と
AWSランプアップガイド

を活⽤する

教育プログラム

AWS のスキルと経験を
持つ⼈材に出会える

AWS クラウドをキャリアに活⽤してください




