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Amazon Cognito とは
Amazon Cognito は、ウェブおよびモバイルアプリの認証、承認、およびユーザー管理機
能を提供します。ユーザーは、ユーザー名とパスワードを使用して直接サインインする
か、Facebook、Amazon、Google、Apple などのサードパーティーを通じてサインインできます。

Amazon Cognito の主な 2 つのコンポーネントは、ユーザープールと ID プールです。ユーザープールは、
アプリユーザーのサインアップとサインインオプションを提供するユーザーディレクトリです。ID プール
は、AWS の他のサービスに対するアクセスをユーザーに許可します。ID プールとユーザープールは別々
に使用することも、一緒に使用することもできます。

Amazon Cognito のユーザープールと ID プールの併用

一般的な Amazon Cognito のシナリオの図を参照してください。ここでの目標は、ユーザーを認証してか
ら、AWS の別のサービスに対するアクセス権をユーザーに付与することです。

1. 最初のステップでは、アプリのユーザーはユーザープールを介してサインインし、認証が成功すると
ユーザープールトークンを受け取ります。

2. 次に、アプリケーションが ID プール経由でユーザープールトークンを AWS 認証情報と交換します。
3. 最後に、アプリケーションユーザーがこれらの AWS 認証情報を使用して、Amazon S3 または 

DynamoDB などの AWS のその他サービスにアクセスできるようになります。

ID プールとユーザープールを使用するその他の例については、「一般的な Amazon Cognito シナリ
オ (p. 7)」を参照してください。

Amazon Cognito は、SOC 1～3、PCI DSS、ISO 27001 に準拠し、HIPAA-BAA に対応しています。詳
細については、[AWS 対象範囲内のサービス]を参照してください。「リージョンデータに関する考慮事
項 (p. 557)」も参照してください。

1

http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/


Amazon Cognito デベロッパーガイド
Amazon Cognito の機能

トピック
• Amazon Cognito の機能 (p. 2)
• Amazon Cognito の使用開始方法 (p. 3)
• リージョナルな可用性 (p. 3)
• Amazon Cognito の料金 (p. 3)
• Amazon Cognito コンソールの使用 (p. 3)
• このサービスを AWS SDK で使用する (p. 4)

Amazon Cognito の機能
ユーザープール

ユーザープールは、Amazon Cognito のユーザーディレクトリです。ユーザープールを使用することで、
ユーザーはウェブまたはモバイルアプリに Amazon Cognito 経由でサインインする、またはサードパー
ティー ID プロバイダー (IdP) 経由でフェデレートすることができます。ユーザーが直接またはサードパー
ティーを通じてサインインするかどうかにかかわらず、ユーザープールのすべてのメンバーには、SDK を
通じてアクセスできるディレクトリプロファイルがあります。

ユーザープールは次の機能を提供します。

• サインアップおよびサインインサービス。
• ユーザーをサインインするためのカスタマイズ可能な組み込み Web UI。
• Facebook、Google でのソーシャルサインイン、Login with Amazon、Sign in with Apple、ユーザープー

ルからの SAML および OIDC ID プロバイダー経由のサインイン。
• ユーザーディレクトリとユーザープロファイルの管理。
• 多要素認証 (MFA) などのセキュリティ機能、漏洩した認証情報のチェック、アカウントの乗っ取りから

の保護、電話と E メールによる検証。
• カスタマイズされたワークフローと AWS Lambda トリガーによるユーザー移行。

ユーザープールの詳細については、「ユーザープールの開始方法。 (p. 20)」とAmazon Cognito ユー
ザープール API リファレンスを参照してください。

ID プール

ID プールを使用すると、ユーザーは Amazon S3 や DynamoDB などの AWS のサービスにアクセスするた
めの一時的な AWS 認証情報を取得できます。ID プールは、匿名ゲストユーザーと、ID プールのユーザー
を認証するのに使用できる次の ID プロバイダーをサポートします。

• Amazon Cognito user pools
• Facebook、Google でのソーシャルサインイン、Login with Amazon、Sign in with Apple
• OpenID Connect (OIDC) プロバイダー
• SAML ID プロバイダー
• デベロッパーが認証した ID

ユーザープロファイル情報を保存するには、ID プールをユーザープールに統合する必要があります。

ID プールの詳細については、「Amazon Cognito ID プール (フェデレーティッド ID) の使用開始方
法 (p. 311)」と Amazon Cognito ID プール API リファレンスを参照してください。
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Amazon Cognito の使用開始方法
タスクを停止するガイドとタスクを開始する場所については、「Amazon Cognito の使用開始方
法 (p. 5)」を参照してください。

動画、記事、ドキュメント、およびサンプルアプリケーションについては、Amazon Cognito デベロッ
パーリソースを参照してください。

Amazon Cognito を使用するには、AWS アカウントが必要です。詳細については、「Amazon Cognito コ
ンソールの使用 (p. 3)」を参照してください。

リージョナルな可用性
Amazon Cognito は世界中にある複数の AWS リージョンで利用できます。各リージョンで、Amazon 
Cognito は複数のアベイラビリティーゾーンに分散されています。これらのアベイラビリティーゾーンは
物理的に相互に分離されていますが、低レイテンシーで高スループットの冗長性に優れたプライベート
ネットワーク接続で統合されています。これらのアベイラビリティーゾーンは、AWS が、レイテンシーを
最小限に抑えながら、きわめて高レベルの可用性と冗長性で Amazon Cognito などのサービスを提供する
ことを可能にします。

現在 Amazon Cognito を利用できるすべてのリージョンのリストについては、Amazon Web Services 全般
のリファレンスで「AWS のリージョンとエンドポイント」を参照してください。各リージョンで利用でき
るアベイラビリティーゾーンの数の詳細については、「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。

Amazon Cognito の料金
Amazon Cognitoの料金については、「Amazon Cognito の料金」を参照してください。

Amazon Cognito コンソールの使用
Amazon Cognito コンソール を使用して、ユーザープールと ID プールを作成し、管理することができま
す。

このガイドでは、Amazon Cognito コンソールでの一般的な Amazon Cognito ユーザープールタスクに関す
るステップバイステップのチュートリアルを提供します。

Amazon Cognito コンソールを使用するには

1. Amazon Cognito を使用するには、AWS アカウントにサインアップする必要があります。
2. Amazon Cognito コンソールに移動します。AWS 認証情報を求められる場合があります。
3. ユーザープールを作成または編集するには、左のナビゲーションペインから [User Pools] (ユーザー

プール) を選択します。

詳細については、「ユーザープールの開始方法。 (p. 20)」を参照してください。
4. ID プールを作成または編集するには、[Federated Identities] (フェデレーテッドアイデンティティの管

理) を選択します。Amazon Cognito アイデンティティプールの元のコンソールが表示されます。

詳細については、「Amazon Cognito ID プール (フェデレーティッド ID) の使用開始方法 (p. 311)」
を参照してください。
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AWS SDK の操作

Amazon Cognito コンソールは、アカウントと請求に関する情報を提供する AWS Management Consoleの
一部です。詳細については、「AWS Management Consoleの操作」を参照してください。

このサービスを AWS SDK で使用する
AWS ソフトウェア開発キット (SDK) は、多くの一般的なプログラミング言語で使用できます。各 SDK に
は、デベロッパーが好みの言語でアプリケーションを簡単に構築できるようにする API、コード例、およ
びドキュメントが提供されています。

SDK ドキュメント コードの例

AWS SDK for C++ AWS SDK for C++ コードの例

AWS SDK for Go AWS SDK for Go コードの例

AWS SDK for Java AWS SDK for Java コードの例

AWS SDK for JavaScript AWS SDK for JavaScript コードの例

AWS SDK for Kotlin AWS SDK for Kotlin コードの例

AWS SDK for .NET AWS SDK for .NET コードの例

AWS SDK for PHP AWS SDK for PHP コードの例

AWS SDK for Python (Boto3) AWS SDK for Python (Boto3) コードの例

AWS SDK for Ruby AWS SDK for Ruby コードの例

AWS SDK for Rust AWS SDK for Rust コードの例

AWS SDK for Swift AWS SDK for Swift コードの例

可用性の例

必要なものが見つからなかった場合。このページの下部にある [Provide feedback] (フィードバッ
クを送信) リンクを使用して、コードの例をリクエストしてください。
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AWS アカウントにサインアップする

Amazon Cognito の使用開始方法
このセクションでは、トップ Amazon Cognito タスクと、開始方法について説明します。Amazon Cognito 
の概要については、「Amazon Cognito とは (p. 1)」を参照してください。

Amazon Cognito の主な 2 つのコンポーネントは、ユーザープールと ID プールです。ユーザープールは、
ウェブおよびモバイルユーザーにサインアップとサインインオプションを提供するユーザーディレクトリ
です。ID プールは、AWS の他のサービスへのアクセス権をユーザーに付与する AWS 認証情報を提供し
ます。ユーザープールと ID プールは個別に使用することも、一緒に使用することもできます。

トップタスクと開始方法

ユーザープールでサインアップとサインインを追加する

1. ユーザープールを使用してユーザーディレクトリを作成する。
2. アプリを追加してホストされた UI を有効にする。
3. ユーザープールにソーシャルサインインを追加する。
4. SAML ベースの ID プロバイダー (IdP) を使用してユーザープールにサインインを追加する。
5. OpenID Connect (OIDC) IdP を使用してユーザープールにサインインを追加する。
6. ユーザープール SDK のインストール。
7. 組み込みのホストされたウェブ UI サインインとサインアップページをカスタマイズする。
8. ユーザープールのセキュリティ機能を設定する。
9. Lambda トリガーを使用してユーザープールのワークフローをカスタマイズする。
10. Amazon Pinpoint 分析を使用してデータとターゲットキャンペーンを収集します。

ユーザープールのユーザーの管理

• ユーザーアカウントにサインアップして確認する。
• 管理者としてユーザーアカウントを作成する。
• ユーザーアカウントの管理と検索。
• ユーザープールにグループを追加する。
• ユーザープールにユーザーをインポートする。

リソースにアクセスする

一般的な Amazon Cognito シナリオ:

• ユーザープールによる認証。
• ユーザープールを通じてバックエンドリソースにアクセスする。
• ユーザープール経由で API Gateway と Lambda にアクセスする。
• ユーザープールと ID プール経由で AWS のサービスにアクセスする。
• サードパーティーと ID プール経由で AWS のサービスにアクセスする。
• ユーザープールまたは ID プール経由で AWS AppSync リソースにアクセスする。

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

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

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

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

AWS のサインアップ処理が完了すると、ユーザーに確認メールが送信されます。https://aws.amazon.com/
の [My Account] (アカウント) をクリックして、いつでもアカウントの現在のアクティビティを表示し、ア
カウントを管理することができます。

管理ユーザーを作成する
AWS アカウント にサインアップした後、日常的なタスクにルートユーザーを使用しないように、管理
ユーザーを作成します。

AWS アカウントのルートユーザー をセキュリティで保護する

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

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

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

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

管理ユーザーを作成する

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

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

管理ユーザーとしてサインインする

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

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

一般的な Amazon Cognito シナリオ
このトピックでは、Amazon Cognito を使用するための 6 つの一般的なシナリオについて説明します。

Amazon Cognito の主な 2 つのコンポーネントは、ユーザープールと ID プールです。ユーザープールは、
ウェブおよびモバイルユーザーにサインアップとサインインオプションを提供するユーザーディレクトリ
です。ID プールは、AWS の他のサービスへのアクセス権をユーザーに付与する AWS 認証情報を提供し
ます。

ユーザープールは、Amazon Cognito のユーザーディレクトリです。アプリユーザーは、ユーザープール
経由で直接サインインする、またはサードパーティーの ID プロバイダー (IdP) 経由でフェデレートする
ことができます。ユーザープールは、Facebook、Google、Amazon、Apple 経由のソーシャルサインイ
ン、および OpenID Connect (OIDC) と SAML IdP から返されるトークンの処理のオーバーヘッドを管理し
ます。ユーザーが直接またはサードパーティーを通じてサインインするかどうかにかかわらず、ユーザー
プールのすべてのメンバーには、SDK を通じてアクセスできるディレクトリプロファイルがあります。

ID プールを使用すると、ユーザーは Amazon S3 や DynamoDB などの AWS のサービスにアクセスする
ための一時的な AWS 認証情報を取得できます。ID プールは、匿名ゲストユーザーに加えて、サードパー
ティー IdP 経由のフェデレーションもサポートしています。

トピック
• ユーザープールを使用して認証する (p. 7)
• ユーザープールを使用してサーバー側のリソースにアクセスする (p. 8)
• ユーザープールと共に API Gateway と Lambda を使用してリソースにアクセスする (p. 8)
• ユーザープールと ID プールを使用して AWS のサービスにアクセスする (p. 9)
• サードパーティーで認証を行い、ID プールを使用して AWS サービスにアクセスする (p. 9)
• Amazon Cognito を使用して AWS AppSync リソースにアクセスする (p. 10)

ユーザープールを使用して認証する
ユーザーがユーザープールを使用して認証できるようにすることが可能です。アプリユーザーは、ユー
ザープール経由で直接サインインする、またはサードパーティーの ID プロバイダー (IdP) 経由でフェデ
レートすることができます。ユーザープールは、Facebook、Google、Amazon、Apple 経由のソーシャル
サインイン、および OpenID Connect (OIDC) と SAML IdP から返されるトークンの処理のオーバーヘッド
を管理します。

認証が正常に行われると、ウェブまたはモバイルアプリが Amazon Cognito からユーザープールトークン
を受け取ります。これらのトークンは、アプリケーションが AWS のその他サービスにアクセスできるよ
うにする AWS 認証情報の取得に使用できる他、サーバー側のリソースや Amazon API Gateway へのアク
セスを制御するために使用することも可能です。

詳細については、「ユーザープール認証フロー (p. 32)」および「ユーザープールでのトークンの使
用 (p. 214)」を参照してください。
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サーバー側のリソースにアクセスする

ユーザープールを使用してサーバー側のリソースに
アクセスする

ユーザープールへのサインインが正常に行われると、ウェブまたはモバイルアプリが Amazon Cognito か
らユーザープールトークンを受け取ります。サーバー側のリソースへのアクセスを制御するには、これら
のトークンを使用します。また、ユーザープールグループを作成して許可を管理したり、異なるタイプの
ユーザーを表したりすることもできます。グループを使用して、リソースをアクセス制御する方法の詳細
については、「ユーザープールにグループを追加する (p. 186)」を参照してください。

ユーザープールのドメインを設定した後、Amazon Cognito が、アプリにサインアップおよびサインイン
ページを追加できるようにするホストされたウェブの UI をプロビジョニングします。この OAuth 2.0 認証
基盤を使用することで、独自のリソースサーバーを作成でき、ユーザーは保護されたリソースにアクセス
できるようになります。詳細については、「ユーザープールのリソースサーバーを定義する (p. 77)」を
参照してください。

ユーザープール認証の詳細については、「ユーザープール認証フロー (p. 32)」および「ユーザープール
でのトークンの使用 (p. 214)」を参照してください。

ユーザープールと共に API Gateway と Lambda を
使用してリソースにアクセスする

ユーザーが API Gateway 経由で API にアクセスできるようにすることが可能です。API Gateway は、正
常に行われたユーザープール認証からのトークンを検証し、これらのトークンを Lambda 関数などのリ
ソース、または独自の API へのアクセス権をユーザーに付与するために使用します。

ユーザープール内のグループは、グループメンバーシップを IAM ロールにマップすることによって、API 
Gateway でアクセス許可を制御するために使用できます。ユーザーがメンバーとなっているグループは、
アプリユーザーのサインイン時にユーザープールより付与される ID トークンに含まれます。ユーザープー
ルグループの詳細については、「ユーザープールにグループを追加する (p. 186)」を参照してください。

Amazon Cognito オーソライザーの Lambda 関数による検証のために、API Gateway へのリクエストで
ユーザープールトークンを送信することができます。API Gateway の詳細については、「Amazon Cognito 
ユーザープールをオーソライザーとして使用して REST API へのアクセスを制御する」を参照してくださ
い。
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して AWS のサービスにアクセスする

ユーザープールと ID プールを使用して AWS の
サービスにアクセスする

ユーザープールの認証が正常に行われると、アプリケーションが Amazon Cognito からユーザープール
トークンを受け取ります。これらは、ID プールを使用した AWS の他のサービスへの一時的なアクセス権
と交換できます。詳細については、「サインイン後に ID プールを使用して AWS サービスへアクセスす
る (p. 230)」および「Amazon Cognito ID プール (フェデレーティッド ID) の使用開始方法 (p. 311)」を
参照してください。

サードパーティーで認証を行い、ID プールを使用
して AWS サービスにアクセスする

ユーザーが ID プール経由で AWS のサービスにアクセスできるようにすることが可能です。ID プールに
は、サードパーティー ID プロバイダーによって認証されたユーザーからの IdP トークンが必要です (匿名
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Amazon Cognito デベロッパーガイド
Amazon Cognito を使用して AWS 
AppSync リソースにアクセスする

ゲストの場合は何も必要ありません)。ID プールは、AWS の他のサービスへのアクセスに使用できる一時
的な AWS 認証情報を付与します。詳細については、「Amazon Cognito ID プール (フェデレーティッド 
ID) の使用開始方法 (p. 311)」を参照してください。

Amazon Cognito を使用して AWS AppSync リソー
スにアクセスする

Amazon Cognito ユーザープールの正常な認証からのトークンを使用して、AWS AppSync リソースへ
のアクセスをユーザーに許可できます。詳細については、「AWS AppSync デベロッパーガイド」の
「AMAZON_COGNITO_USER_POOLS 認証」を参照してください。

ID プールから受け取った IAM 認証情報を使用して AWS AppSync GraphQL API へのリクエストに署名す
ることもできます。「AWS_IAM 認証」を参照してください。

10

https://docs.aws.amazon.com/https://docs.aws.amazon.com/appsync/latest/devguide/security.html
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Amazon Cognito デベロッパーガイド
ユーザープールの作成

Amazon Cognito チュートリアル
Amazon Cognito の主な 2 つのコンポーネントは、ユーザープールと ID プールです。ユーザープールは、
ウェブおよびモバイルユーザーにサインアップとサインインオプションを提供するユーザーディレクトリ
です。ID プールは、AWS の他のサービスへのアクセス権をユーザーに付与する AWS 認証情報を提供し
ます。

トピック
• チュートリアル: ユーザープールの作成 (p. 11)
• チュートリアル: ID プールの作成 (p. 12)
• チュートリアル: AWS リソースのクリーンアップ (p. 13)

チュートリアル: ユーザープールの作成
ユーザープールを使用すると、ユーザーは Amazon Cognito 経由でウェブまたはモバイルアプリにログイ
ンできます。

ユーザープールを作成する

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力しま
す。

2. [User Pools] (ユーザープール) を選択します。
3. ページの右上隅にある [Create a user pool] (ユーザープールを作成する) を選択して、ユーザープール

作成のウィザードを開始します。
4. [Configure sign-in experience] (サインインエクスリエンスを構成する) で、このユーザープールで使用

するフェデレーションプロバイダーを選択します。詳細については、「サードパーティー経由のユー
ザープールへのサインインの追加」を参照してください。

5. [Configure security requirements] (セキュリティ要件の設定) で、パスワードポリシー、多要素認
証 (MFA) 要件、ユーザーアカウントの回復オプションを選択します。詳細については、「Amazon 
Cognito のセキュリティ」を参照してください。

6. [Configure sign-up experience] (サインアップエクスペリエンスの設定) で、新規ユーザーがサイン
アップ時に自分の ID を確認する方法と、ユーザーのサインアップフローで必須またはオプションに
する属性を決定します。詳細については、「ユーザープールでのユーザーの管理」を参照してくださ
い。

7. [Configure message delivery] (メッセージ配信の設定) で、Amazon Simple Email Service および 
Amazon Simple Notification Service との統合を構成して、サインアップ、アカウント確認、MFA、お
よびアカウントの復元用に E メールおよび SMS メッセージをユーザーに送信します。詳細について
は、「Amazon Cognito ユーザープールの E メール設定」、および「Amazon Cognito ユーザープール
用の SMS メッセージ設定」を参照してください。

8. [Integrate your app] (アプリケーションの統合) で、ユーザープールに名前を付け、ホストされた UI を
設定し、アプリケーションクライアントを作成します。詳細については、「アプリケーションを追加
してホストされたウェブの UI を有効にする」を参照してください

9. [Review and create] (確認と作成) 画面で選択を確認し、必要な選択内容を変更します。ユーザープー
ルの構成に問題がなければ、[Create user pool] (ユーザープールの作成) を選択して続行します。

関連リソース
ユーザープールの詳細については、「Amazon Cognito user pools (p. 19)」を参照してください。
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ID プールの作成

ユーザープール認証フロー (p. 32) と ユーザープールでのトークンの使用 (p. 214) も参照してくださ
い。

チュートリアル: ID プールの作成
Important

現在、Amazon Cognito の ID プールは古いバージョンの Amazon Cognito コンソールを使用し
ています。[フェデレーティッドアイデンティティ] を選択して、ID プールコンソールに移動しま
す。

ID プールを使用すると、ユーザーは Amazon S3 や DynamoDB などの AWS のサービスにアクセスするた
めの一時的な AWS 認証情報を取得できます。

Note

新しい Amazon Cognito コンソールエクスペリエンスでは、左のナビゲーションバーにある
[Federated identities] (フェデレーティッドアイデンティティ) リンクから ID プールを管理できま
す。

ID プールを作成するには

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力しま
す。

2. [Manage Identity Pools (ID プールの管理)] を選択します。
3. [Create new identity pool] を選択します。
4. ID プールの名前を入力します。
5. 認証されていない ID を有効にするには、折りたたみ可能な [Unauthenticated identities] (認証されてい

ない ID) セクションの [Enable access to unauthenticated identities] (認証されていない ID に対してア
クセスを有効にする) を選択します。

6. [Create Pool] (プールの作成) を選択します。
7. AWS リソースへのアクセスに関するプロンプトが表示されます。

[Allow] (許可) を選択して、ID プールに関連付けられた 2 つのデフォルトロール (未認証ユーザー用と
認証済みユーザー用) を作成します。これらのデフォルトのロールは、ID プールに Amazon Cognito 
Sync へのアクセス権を提供します。ID プールに関連付けられたロールは、IAM コンソールで変更で
きます。

8. ID プールの ID 番号をメモしておきます。これは、アプリケーションユーザーが Amazon Simple 
Storage Service または DynamoDB などの AWS のその他サービスにアクセスできるようにするポリ
シーをセットアップするために使用します。

関連リソース
ID プールの詳細については、「Amazon Cognito ID プール (フェデレーティッド ID) (p. 311)」を参照し
てください。

Amazon S3 で ID プールを使用する例については、「ブラウザから Amazon S3 への写真のアップロー
ド」を参照してください。

12

https://console.aws.amazon.com/cognito/federated
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チュートリアル: AWS リソースのクリーンアップ
Important

現在、Amazon Cognito の ID プールは古いバージョンの Amazon Cognito コンソールを使用し
ています。[フェデレーティッドアイデンティティ] を選択して、ID プールコンソールに移動しま
す。

ID プールを削除するには

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力しま
す。

2. [Manage Identity Pools (ID プールの管理)] を選択します。
3. 削除する ID プールの名前を選択します。ID プールの [Dashboard] (ダッシュボード) ページが表示さ

れます。
4. ダッシュボードページの右上にある、ID プールの編集を選択します。[Edit identity pool] (ID プールの

編集) ページが表示されます。
5. 下にスクロールし、ID プールの削除を選択して展開します。
6. ID プールの削除を選択します。
7. [Delete pool] (プールの削除) をクリックします。

ユーザープールを削除するには

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力しま
す。

2. ナビゲーションペインで、[User Pools] (ユーザープール) を選択します。
3. ユーザープールのドメインを作成していない場合は、ユーザープールの横にあるラジオボタンを選

択し、[Delete] (削除) をクリックします。確認するユーザープールの名前を入力し、ここで停止しま
す。

4. ユーザープールのドメインを作成した場合、ユーザープールを選択します。
5. ユーザープール用の [App integration] (アプリケーションの統合) タブに移動します。
6. [Domain] (ドメイン) の横にある、[Actions] (アクション) をクリックし、[Delete Cognito domain]

(Cognito ドメインの削除) または [Delete custom domain] (カスタムドメインの削除) を選択します。
7. 削除を確定するには、ドメイン名を入力します。
8. [User pools] (ユーザープール) リストに戻り、ユーザープールの横にあるラジオボタンを選択しま

す。[Delete] (削除) をクリックし、ユーザープールの名前を入力して確定します。
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Amazon Cognito デベロッパーガイド
AWS Amplify フレームワークを
使用した Amazon Cognito 認証

Amazon Cognito のウェブアプリケー
ションとモバイルアプリケーション
との統合

新しいユーザーがアプリを見つけたとき、または既存のユーザーがアプリに戻ってきたときの最初のタ
スクはサインアップまたはサインインです。Amazon Cognito をクライアントコードに統合するときは、
認証ワークフローと認可ワークフローを補助するバックエンド AWS リソースにアプリを接続します。
例えば、アプリは Amazon Cognito API を使用して、ユーザープールでの新しいユーザーの作成、ユー
ザープールトークンの取得、および ID プールからの一時的な認証情報の取得などを行います。Amazon 
Cognito をウェブまたはモバイルアプリケーションに統合するには、AWS SDK とライブラリを使用しま
す。

Amazon Cognito は、AWS Management Console 統合およびホストされた UI のようなビジュアルツー
ルを提供していますが、AWS は、アプリコードで動作するようにサービスを設計しました。Amazon 
Cognito の特定のコンポーネントは、API または AWS Command Line Interface でのみ設定でき
ます。例えば、タイムベースドワンタイムパスワード (TOTP) 多要素認証 (MFA) のユーザー登録
は、AssociateSoftwareToken で始まるプロセスでのみ可能です。Amazon Cognito の認証と認可を使用す
る前に、アプリプラットフォームを選択し、サービスと統合するためのコードを準備します。

AWS Amplify フレームワークを使用した Amazon 
Cognito 認証

AWS Amplify では、ウェブおよびモバイル開発者向けのサービスとライブラリを提供します。Amplify 
を使用することで、AWS のサービス で構成されるバックエンド環境と統合されるアプリを構築できま
す。バックエンド環境をプロビジョニングし、AWS のサービス をクライアントコードと統合するに
は、Amplify  フレームワークを使用します。フレームワークは、カテゴリに整理された機能の AWS リ
ソースを設定するのに役立つ、対話型のコマンドラインインターフェイス(CLI) を提供します。これらのカ
テゴリには、分析、ストレージ、認証などが含まれます。フレームワークは、iOS、Android、JavaScript 
など、ウェブおよびモバイルプラットフォーム用の高レベル SDK とライブラリも提供します。JavaScript 
フレームワークには、React、React Native、Angular、Ionic、Vue が含まれます。各 SDK とライブラリに
は、Amazon Cognito が動作させる認証ワークフローを実装するために使用できる認証オペレーションが
含まれています。

Amplify フレームワークを使用してアプリに認証を追加するには、プラットフォームに適した Amplify 認可
ドキュメントを参照してください。

• Amplify authentication for JavaScript
• Amplify authentication for iOS
• Amplify authentication for Android

Amazon-cognito-identity-js による認証
JavaScript 用 Amazon Cognito ID SDK を使用すると、アプリが Amazon Cognito ユーザープールでユー
ザーをサインアップして認証できるようになります。アプリは、この SDK を使用して Amazon Cognito 
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AWS SDK による認証

ユーザープールのユーザー属性を表示、削除、および更新することもできます。-Amazon-cognito-identity-
js パッケージには、認証されたユーザーがパスワードを変更できるサンプルコードが用意されています。
パッケージには、認証されていないユーザーのパスワードを忘れた場合の回復を開始して完了できるサン
プルコードも用意されています。

Amazon Cognito Identity SDK for JavaScript

AWS SDK による認証
Amazon Cognito と対話する独自のアイデンティティマイクロサービスを構築するために安全なバックエ
ンドを使用する必要がある場合は、Amazon Cognito ユーザープールと Amazon Cognito フェデレーティッ
ドアイデンティティ API を使用できます。

各 API オペレーションの詳細については、「Amazon Cognito ユーザープール API リファレンス」と
「Amazon Cognito API リファレンス」を参照してください。これらのドキュメントには、「サポートされ
ているプラットフォームでさまざまな SDK を使用するためのリソースを含む以下の資料も参照してくださ
いセクション」が含まれています。
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ユーザープールベースのマルチテナンシー

マルチテナントアプリケーションの
ベストプラクティス

Amazon Cognito ユーザープールを使用して、テナントの数と期待されるボリュームが関連する Amazon 
Cognito サービスクォータに適合する小規模なマルチテナントアプリケーションをセキュア化することが
できます。

Note

Amazon Cognito クォータは、AWS アカウント とリージョンごとに適用されます。これらの
クォータは、アプリケーション内のすべてのテナント間で共有されます。Amazon Cognito サービ
スクォータを確認し、クォータがアプリケーションの期待されるボリュームと期待されるテナン
ト数に対応することを確認してください。

マルチテナントアプリケーションをセキュア化する方法には、ユーザープール、アプリケーションクライ
アント、グループ、またはカスタム属性の 4 つがあります。

トピック
• ユーザープールベースのマルチテナンシー (p. 16)
• アプリケーションクライアントベースのマルチテナンシー (p. 17)
• グループベースのマルチテナンシー (p. 17)
• カスタム属性ベースのマルチテナンシー (p. 17)
• マルチテナンシーのセキュリティに関する推奨事項 (p. 18)

ユーザープールベースのマルチテナンシー
この設計では、アプリケーション内の各テナントにユーザープールを作成できます。このアプローチは各
テナントを最大限に分離します。テナントごとに異なる設定を実装することができます。ユーザープール
によるテナントの分離は、ユーザー対テナントのマッピングに柔軟性を与えます。同じユーザーに複数の
プロファイルを作成することができます。ただし、ユーザーはそれぞれ、アクセスできるテナントごとに
個別にサインアップする必要があります。このアプローチを使用すると、テナントごとにホストされた UI 
を個別にセットアップし、アプリケーションのテナント固有のインスタンスにユーザーをリダイレクトで
きます。このアプローチを使用して、API Gateway などのバックエンドサービスと統合することもできま
す。

ユーザープールベースのマルチテナンシーは、次のシナリオで使用できます。

• アプリケーションの設定がテナントごとに異なる。例えば、データの保存場所要件、パスワードポリ
シー、および MFA 設定がテナントごとに異なる場合があります。

• アプリケーションに複雑なユーザー対テナントのロールマッピングがある。例えば、単一のユーザーが
テナント A の「Student」で、同じユーザーがテナント B の「Teacher」でもある場合があります。

• アプリケーションはネイティブユーザーのプライマリ認証方法としてデフォルトの Amazon Cognito で
ホストされる UI を使用しています。ネイティブユーザーとは、ユーザー名とパスワードでユーザープー
ル内に作成されたユーザーです。

• アプリケーションに、各テナントがその使用のためにアプリケーションインフラストラクチャの完全な
インスタンスを取得する、サイロ型のマルチテナントアプリケーションがある。

労力レベル
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このアプローチを使用するには、高い開発労力と運用労力がかかります。Amazon Cognito の API オペ
レーションとオートメーションツールを使用するアプリケーションに、テナントのオンボーディングコン
ポーネントと管理コンポーネントを構築する必要があります。これらのコンポーネントは、各テナントに
必要なリソースを作成するために必要です。また、テナントマッチングユーザーインターフェイスを実装
する必要もあります。さらに、ユーザーが対応するテナントのユーザープールにサインアップおよびサイ
ンインできるようにするロジックをアプリケーションに追加する必要があります。

アプリケーションクライアントベースのマルチテナ
ンシー

アプリケーションクライアントベースのマルチテナンシーでは、ユーザーのプロファイルの再作成を必要
とせずに、同じユーザーを複数のテナントにマップできます。テナントごとにアプリケーションクライア
ントを作成し、テナントの外部 IdP をこのアプリケーションクライアントが使用できる唯一の ID プロバイ
ダーにすることができます。詳細については、「ユーザープールアプリクライアントの設定」を参照して
ください。

ホストされた UI は、ブラウザにセッション Cookie を設定し、認証済みのユーザーを認識します。複数の
アプリクライアントを持つユーザープール内のネイティブアカウントでユーザーを認証する場合、それら
のセッション cookie は、同じユーザープール内のすべてのアプリクライアントに対してユーザーを認証し
ます。ネイティブアカウントとは、サードパーティー IdP とのフェデレーションによって作成されていな
いユーザープールディレクトリ内のユーザーアカウントです。セッション Cookieは 1 時間有効です。セッ
ション Cookie の有効期間を変更することはできません。

次のシナリオでは、アプリクライアントベースのマルチテナンシーを使用できます。

• アプリケーションの設定がすべてのテナントで同じになっている。例えば、すべてのテナント全体に同
じデータの保存場所とパスワードポリシーがある場合などです。

• アプリケーションにユーザーとテナント間での 1 対多マッピングがあります。例えば、単一のユーザー
が同じプロファイルを使用して複数のテナントにアクセスする場合があります。

• テナントが常に外部 IdP を使用してアプリケーションにサインインする、フェデレーション限定のマル
チテナントアプリケーションがあります。

• B2B マルチテナントアプリケーションがあり、テナントのバックエンドサービスがサービスへのアクセ
スに client-credentials grant を使用します。この場合、テナントごとにアプリケーションクライアントを
作成し、マシン間認証のためにテナントのバックエンドサービスとクライアント ID を共有できます。

労力レベル

このアプローチを使用するには、高い開発労力がかかります。テナントのアプリケーションクライアント
に、テナントマッチングロジックと、ユーザーを一致させるユーザーインターフェイスを実装する必要が
あります。

グループベースのマルチテナンシー
グループベースのマルチテナンシーでは、Amazon Cognito ユーザープールグループをテナントに関連付
けることができます。そうすることで、ロールベースのアクセスコントロール (RBAC) 経由で追加の機能
を使用できます。詳細については、「ロールベースのアクセスコントロール」を参照してください。

カスタム属性ベースのマルチテナンシー
カスタム属性ベースのマルチテナンシーでは、tenant_id などのテナント ID データを、カスタム属性と
してユーザーのプロファイルに保存できます。その後、アプリケーションとバックエンドサービス内のす
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べてのマルチテナンシーロジックを処理します。このアプローチによって、すべてのユーザーに統一され
たサインアップとサインインエクスペリエンスを使用することができます。アプリケーションでユーザー
テナントを識別するために、このカスタム属性をチェックすることができます。

マルチテナンシーのセキュリティに関する推奨事項
アプリケーションの安全性を高めるために、以下を推奨します。

• ドメインの一致に基づいたテナントへのユーザーアクセスを承認するために、検証済みの E メールアド
レスのみを使用します。E メールアドレスと電話番号は、アプリが検証するか、外部 IdP が検証の証明
を提供しない限り、信頼しないでください。これらの許可を設定する方法の詳細については、「属性の
許可と範囲」を参照してください。

• テナントを識別するユーザープロファイル属性には、イミュータブル属性またはミュータブル属性を使
用します。管理者はこれらの属性を変更できる必要があります。また、アプリクライアントに属性への
読み取り専用アクセスを許可します。

• 外部 IdP とアプリケーションクライアントの間の 1:1 マッピングを使用して、承認されていないクロ
ステナントアクセスを防止します。外部 IdP によって認証され、有効な Amazon Cognito セッション 
Cookie を持つユーザーは、同じ IdP を信頼する他のテナントアプリケーションにアクセスできます。

• アプリケーションにテナントマッチングおよび認可ロジックを実装する場合は、テナントへのユーザー
アクセスを認可する基準を変更できないようにユーザーを制限してください。また、フェデレーション
のために外部 IdP が使用されている場合は、テナント ID プロバイダー管理者がユーザーアクセスを変更
できないように制限してください。

18

https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/user-pool-settings-attributes.html%23user-pool-settings-attribute-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20permissions-and-scopes.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/user-pool-settings-attributes.html%23user-pool-settings-attribute-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20permissions-and-scopes.html


Amazon Cognito デベロッパーガイド

Amazon Cognito user pools
ユーザープールは、Amazon Cognito のユーザーディレクトリです。ユーザープールを使用すると、
ユーザーは Amazon Cognito 経由でウェブまたはモバイルアプリにログインできます。また、ユーザー
は Google、Facebook、Amazon、Apple などのソーシャル ID プロバイダー、および SAML ベースの 
ID プロバイダー経由でユーザープールにサインインすることもできます。ユーザーが直接またはサー
ドパーティーを通じてサインインするかどうかにかかわらず、ユーザープールのすべてのメンバーに
は、Software Development Kit (SDK) を通じてアクセスできるディレクトリプロファイルがあります。

ユーザープールは次の機能を提供します。

• サインアップおよびサインインサービス。
• ユーザーをサインインするためのカスタマイズ可能な組み込み Web UI。
• ユーザープールからの Facebook、Google でのソーシャルサインイン、Login with Amazon、「Apple で

サインイン」、および SAML ID プロバイダーでのサインイン。
• ユーザーディレクトリとユーザープロファイルの管理。
• 多要素認証 (MFA) などのセキュリティ機能、漏洩した認証情報のチェック、アカウントの乗っ取りから

の保護、電話と E メールによる検証。
• カスタマイズされたワークフローと AWS Lambda トリガーによるユーザー移行。

ユーザーが正常に認証されると、ユーザー独自の API へのアクセスをセキュア化して承認するために使用
する、または AWS 認証情報と交換することができる JSON Web トークン (JWT) を Amazon Cognito が発
行します。

Amazon Cognito は、JavaScript、Android、および iOS 向けの Amazon Cognito ユーザープール ID SDK 
を通じてトークン処理を提供します。ユーザープールの開始方法。 (p. 20) および ユーザープールでの
トークンの使用 (p. 214) を参照してください。

Amazon Cognito の主な 2 つのコンポーネントは、ユーザープールと ID プールです。ID プールは、AWS 
の他のサービスへのアクセス権をユーザーに付与する AWS 認証情報を提供します。ユーザープール内の
ユーザーによる AWS リソースへのアクセスを可能にするには、ユーザープールトークンを AWS 認証情
報と交換するように ID プールを設定できます。詳細については、「サインイン後に ID プールを使用して 
AWS サービスへアクセスする (p. 230)」および「Amazon Cognito ID プール (フェデレーティッド ID) の
使用開始方法 (p. 311)」を参照してください。

トピック
• ユーザープールの開始方法。 (p. 20)
• ユーザープールでの認証 (p. 31)
• Amazon Cognito ネイティブの API と OIDC API を使用する (p. 39)
• ユーザープール設定の更新 (p. 45)
• サインアップおよびサインインでの Amazon Cognito でホストされる UI の使用 (p. 47)
• サードパーティー経由のユーザープールへのサインインの追加 (p. 80)
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• Lambda トリガーを使用したユーザープールワークフローのカスタマイズ (p. 111)
• Amazon Cognito ユーザープールでの Amazon Pinpoint 分析の使用 (p. 170)
• ユーザープール内のユーザーを管理する (p. 173)
• Amazon Cognito ユーザープールの E メール設定 (p. 204)
• Amazon Cognito ユーザープール用の SMS メッセージ設定 (p. 210)
• ユーザープールでのトークンの使用 (p. 214)
• ユーザープール認証に成功した後のリソースへのアクセス (p. 228)
• Amazon Cognito ユーザープールのセキュリティ機能を使用する (p. 233)
• ユーザープールリファレンス (AWS Management Console) (p. 259)

ユーザープールの開始方法。
Amazon Cognito コンソールを使用して、初めてユーザープールをセットアップして設定するには、次の
ステップに従ってください。このガイドを使用して、Amazon Cognito の機能のテストを開始します。
この手順では、まず初めに新しいユーザープールのデフォルト設定を提案します。詳細については、
「Amazon Cognito の使用開始方法 (p. 5)」を参照してください。

トピック
• ステップ 1。ユーザープールを作成します。 (p. 20)
• ステップ 2。アプリクライアントを追加してホストされた UI を設定する (p. 21)
• ステップ 3。ユーザープールにソーシャルサインインを追加する (オプション) (p. 23)
• ステップ 4。SAML ID プロバイダーを使用したサインインをユーザープールに追加する (オプショ

ン) (p. 29)
• 次のステップ (p. 30)

ステップ 1。ユーザープールを作成します。
Amazon Cognito ユーザープールを使用して、ユーザーディレクトリを作成して維持し、モバイルアプリ
ケーション、またはウェブアプリケーションにサインアップとサインインを追加することができます。

ユーザープールを作成する

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力しま
す。

2. [User Pools] (ユーザープール) を選択します。
3. ページの右上隅にある [Create a user pool] (ユーザープールを作成する) を選択して、ユーザープール

作成のウィザードを開始します。
4. [Configure sign-in experience] (サインインエクスペリエンスを構成する) で、このユーザープールで

使用するフェデレーションプロバイダーを選択します。詳細については、「サードパーティー経由の
ユーザープールへのサインインの追加」を参照してください。

Note

[Make user name case sensitive] (ユーザー名の大文字と小文字を区別する) オプションは、
デフォルトでオフになっています。このオプションは有効化しないことをお勧めします。
ユーザー名の大文字と小文字が区別されない場合、ユーザーは username または Username
のいずれかでサインインできます。[Make user name case sensitive] (ユーザー名の大文字と
小文字を区別する) オプションは、preferred_username およびemail エイリアスの大文
字と小文字の区別も管理します。ユーザー名の大文字と小文字が区別される場合は、追加で
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セキュリティ上の予防措置の必要があります。詳細については、「ユーザープールの大文字
と小文字の区別 (p. 255)」を参照してください。

5. [Configure security requirements] (セキュリティ要件の設定) で、パスワードポリシー、多要素認
証 (MFA) 要件、ユーザーアカウントの回復オプションを選択します。詳細については、「Amazon 
Cognito のセキュリティ」を参照してください。

6. [Configure sign-up experience] (サインアップエクスペリエンスの設定) で、新規ユーザーがサイン
アップ時に自分の ID を確認する方法と、ユーザーのサインアップフローで必須またはオプションに
する属性を決定します。詳細については、「ユーザープールでのユーザーの管理」を参照してくださ
い。

7. [Configure message delivery] (メッセージ配信の設定) で、Amazon Simple Email Service (Amazon 
SES) および Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) との統合を構成して、サインアッ
プ、アカウント確認、MFA、およびアカウントの復元用に E メールおよび SMS メッセージをユー
ザーに送信します。詳細については、「Amazon Cognito ユーザープールの E メール設定」、および
「Amazon Cognito ユーザープール用の SMS メッセージ設定」を参照してください。

8. [Integrate your app] (アプリケーションの統合) で、ユーザープールに名前を付け、ホストされた UI を
設定し、アプリケーションクライアントを作成します。詳細については、「アプリケーションを追加
してホストされたウェブの UI を有効にする」を参照してください

9. [Review and create] (確認と作成) 画面で選択を確認し、必要な選択内容を変更します。ユーザープー
ルの構成に問題がなければ、[Create user pool] (ユーザープールの作成) を選択して続行します。

次のステップ
ステップ 2。アプリクライアントを追加してホストされた UI を設定する (p. 21)

ステップ 2。アプリクライアントを追加してホストさ
れた UI を設定する
ユーザープールを作成すると、アプリを作成して、組み込みウェブページを使用し、ユーザーのサイン
アップとサインインを行うことができます。

ユーザープールでアプリを作成するには

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力しま
す。

2. [User Pools] (ユーザープール) を選択します。
3. リストから既存のユーザープールを選択するか、ユーザープールを作成します。新しいユーザープー

ルを作成すると、ウィザード中にアプリケーションクライアントを設定し、ホストされた UI を構成す
るように求められます。

4. [App integration] (アプリケーションの統合) タブをユーザープールに設定します。
5. [Domain (ドメイン) で、[Actions] (アクション) を選択し、[Create custom domain] (カスタムドメイ

ンの作成) または [Create Cognito domain] (Cognito ドメインの作成) のどちらかを選択します。ユー
ザープールドメインを既に構成している場合は、新しいカスタムドメインを作成する前に、[Delete 
Cognito domain] (Cognitoドメインの削除) または [Delete custom domain] (カスタムドメインの削除) 
を選択します。

6. 使用可能なドメインプレフィックスを入力して、Cognito domain (Cognito ドメイン) と使用しま
す。[カスタムドメイン] のセットアップに関する詳細については、「ホストされた UI への独自のドメ
インの使用」を参照してください。

7. [Create] (作成) を選択します。
8. 同じユーザープールの [App integration] (アプリケーションの統合) タブに移動し、[App clients] (アプ

リケーションクライアント) を検索します。[Create app client] (アプリケーションクライアントの作
成) を選択します。
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9. [Application type] (アプリケーション) を選択します。選択した内容に基づいて、いくつかの推奨設定
が提供されます。ホストされた UI を使用するアプリケーションは、[Public client] (パブリッククライ
アント) です。

10. [App client name] (アプリケーションクライアント名) を入力します。
11. この演習では、[Don't generate client secret] (クライアントシークレットを生成しない) を選択しま

す。クライアントシークレットは、一元化されたアプリケーションからユーザーを認証する機密アプ
リケーションによって使用されます。この演習では、ホストされた UI サインインページをユーザーに
提示し、クライアントシークレットは必要ありません。

12. アプリケーションで許可する [Authentication flows] (認証のフロー) を選択します。USER_SRP_AUTH
が選択されていることを確認します。

13. 必要に応じて、[token expiration] (トークン有効期限)、[Advanced security configuration] (高度なセ
キュリティ設定)、および[Attribute read and write permissions] (属性の読み取りと書き込みのアクセス
許可) をカスタマイズします。詳細については、「アプリケーションクライアントのセッティングの
構成」を参照してください。

14. アプリケーションクライアントの [Add a callback URL] (コールバック URL を追加する) 。これは、ホ
ストされた UI 認証の後に指示される場所です。Allowed sign-out URL (許可されたサインアウト URL) 
は、アプリケーションでサインアウトを実装できるようになるまで追加する必要はありません。

iOS または Android アプリの場合は、myapp:// などのコールバック URL を使用できます。
15. アプリケーションクライアントの [ID providers] (ID プロバイダー) を選択します。少なくと

も、[Cognito user pool] (Cognito ユーザープール) をプロバイダーとして有効にします。
Note

Facebook、Amazon、Google、Apple に加え、OpenID Connect (OIDC) や SAML IdP など、
外部の ID プロバイダー (IdP) を使用してサインインするには、まず、サードパーティー経
由でのユーザープールへのサインインの追加で示されるように構成してから、[App client 
settings] (アプリクライアントの設定) ページに戻って有効にします。

16. [OAuth 2.0 Grant Types] (OAuth 2.0 グラントタイプ) を選択します。[Authorization code grant (認証
コードの付与)] を選択して、ユーザープールトークンと交換される認証コードが返されます。トーク
ンはエンドユーザーに直接公開されないため、侵害される可能性は低くなります。ただし、ユーザー
プールトークンの認証コードを交換するために、バックエンドでカスタムアプリケーションが必要で
す。セキュリティ上の理由から、モバイルアプリ用の認証コード付与フローとコード交換用証明キー 
(PKCE) を併用することをお勧めします。

[Implicit grant] (暗黙の付与)を選択して、Amazon Cognito からユーザープールの JSON Web トークン 
(JWT) が返されるようにします。このフローは、トークンの認証コードを交換できるバックエンドが
ない場合に使用でき、トークンのデバッグにも役立ちます。

Note

[Authorization code grant (認証コードの付与)] と [Implicit code grant (暗黙的コードの付与)] 
の両方を有効にして、必要に応じて各権限を使用することができます。
アプリがユーザーの代わりではなく自身の代わりとしてアクセストークンをリクエストする
必要がある場合にのみ、[クライアント認証情報] を選択します。

17. 特に除外する必要がない限り、すべての [OpenID Connect scopes] (OpenID Connect スコープ) を選
択します。

18. 設定した [Custom scopes] (カスタムスコープ) を選択します。カスタムスコープは、通常、機密クラ
イアントで使用されます。

19. [Create] (作成) を選択します。

サインインページを表示するには

[App client page] (アプリクライアントページ) から、[View hosted UI] (ホストされた UI の表示) を選択し
て、アプリクライアント ID、スコープ、許可、およびコールバック URL パラメータがあらかじめ入力さ
れたサインインページに新しいブラウザタブを開きます。
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ホストされた UI サインインウェブページは、以下の URL を使用して手動で表示できま
す。response_type を書き留めます。この場合は、認証コード付与の response_type=code です。

https://your_domain/login?
response_type=code&client_id=your_app_client_id&redirect_uri=your_callback_url

response_type=token である暗黙のコード付与の次の URL を使用して、ホストされた UI サインインウェ
ブページを表示できます。サインインが正常に行われると、Amazon Cognito がユーザープールトークン
をウェブブラウザのアドレスバーに返します。

https://your_domain/login?
response_type=token&client_id=your_app_client_id&redirect_uri=your_callback_url

JSON ウェブトークン (JWT) ID トークンは、レスポンスの #idtoken= パラメータの後にあります。

ここでは、暗黙的な付与リクエストからのレスポンスの例を示します。ID トークン文字列はこれ以上に長
くなります。

https://www.example.com/
#id_token=123456789tokens123456789&expires_in=3600&token_type=Bearer  

Amazon Cognito ユーザープールトークンは、RS256 アルゴリズムを使用して署名されます。ユー
ザープールトークンの復号化と検証には AWS Lambda を使用できます。AWS GitHub ウェブサイトの
「Decode and verify Amazon Cognito JWT tokens」を参照してください。

ドメインは [ドメイン名] ページに表示されています。アプリクライアント ID およびコールバック URL は 
[全般設定] ページに表示されています。コンソールで行った変更がすぐに表示されない場合は、数分待っ
てから、ブラウザを更新します。

次のステップ
ステップ 3。ユーザープールにソーシャルサインインを追加する (オプション) (p. 23)

ステップ 3。ユーザープールにソーシャルサインイン
を追加する (オプション)
アプリユーザーが Facebook、Google、Amazon、Apple などのソーシャル ID プロバイダー (IdP) を介し
てサインインするようにできます。ユーザーが直接サインインしても、サードパーティーを介してサイン
インしても、すべてのユーザーにはユーザープールにプロファイルがあります。ソーシャルサインイン ID 
プロバイダーを通じてサインインを追加しない場合は、この手順を省略してください。

ステップ 1: ソーシャル IdP に登録する
Amazon Cognito でソーシャル IdP を作成する前に、アプリケーションをソーシャル IdP に登録して、ク
ライアント ID とクライアントシークレットを取得する必要があります。

アプリケーションを Facebook に登録する

1. Facebook の開発者アカウントを作成します。
2. Facebook 認証情報を使用してサインインします。
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3. [My Apps] (マイアプリ) メニューから、[新しいアプリを作成] (新しいアプリを作成) を選択します。
4. Facebook アプリケーションに名前を入力して、[Create App ID] (アプリケーション ID を作成) を選択

します。
5. 左のナビゲーションバーで、[Settings] (設定)、[Basic] (ベーシック) の順に選択します。
6. [App ID] (アプリ ID)] と [App Secret (アプリシークレット) を書き留めます。これらは次のセクション

で使用します。
7. ページの下部で、[+ プラットフォームを追加] を選択します。
8. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。
9. [App Domains] (アプリケーションドメイン) で、ユーザープールのドメインを入力します。

https://your_user_pool_domain

10. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。
11. ナビゲーションバーで [Product] (プロダクト) を選択し、[Facebook Login] (Facebook ログイン) の

[Set up] (設定)を選択します。
12. ナビゲーションバーで [Facebook Login] (Facebook ログイン)、[Settings] (設定) の順に選択します。

[Valid OAuth Redirect URIs] (有効な OAuth リダイレクト URI) にリダイレクト URL を入力します。リ
ダイレクト URL は、/oauth2/idpresponse エンドポイント を持つユーザープールのドメインで構
成されます。

https://your_user_pool_domain/oauth2/idpresponse

13. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

アプリケーションを Amazon に登録する

1. Amazon の開発者アカウントを作成します。
2. Amazon 認証情報を使用してサインインします。
3. Amazon クライアント ID およびクライアントシークレットを受け取るには、Amazon セキュリティプ

ロファイルを作成する必要があります。

ページの上部にあるナビゲーションバーで [Apps and Services (アプリとサービス)] を選択し、[Login 
with Amazon] を選択します。

4. [Create a New Security Profile (新しいセキュリティプロファイルの作成)] を選択します。
5. [Security Profile Name] (セキュリティプロファイル名)、[Security Profile Description] (セキュリティプ

ロファイルの説明)、[Consent Privacy Notice URL] (プライバシー規約 URL の同意) に入力します。
6. [Save (保存)] を選択します。
7. [クライアント ID] および [クライアントシークレット] を選択して、クライアント ID およびシーク

レットを表示します。これらは次のセクションで使用します。
8. 歯車アイコンにマウスカーソルを合わせ、[Web Settings] (ウェブ設定)、[Edit] (編集) の順に選択しま

す。
9. [Allowed Origins] (許可されたオリジン) にユーザープールのドメインを入力します。

https://<your-user-pool-domain>

10. /oauth2/idpresponse エンドポイントを使用するユーザープールドメインを [Allowed Return 
URLs] (許可されたリターン URL) に入力します。

https://<your-user-pool-domain>/oauth2/idpresponse

11. [Save (保存)] を選択します。
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アプリケーションを Google に登録する

Google Cloud プラットフォームの OAuth 2.0 の詳細については、「Google Workspace for Developers」
(Google Workspace デベロッパーガイド) ドキュメントの「Learn about authentication & authorization」
(認証と認可について学ぶ) を参照してください。

1. Google の開発者アカウントを作成します。
2. Google Cloud Platform コンソールにサインインします。
3. 上部のナビゲーションバーから、[Select a project] (プロジェクトの選択) を選択します。Google プ

ラットフォームにプロジェクトが既にある場合は、このメニューには代わりにデフォルトのプロジェ
クトが表示されます。

4. [NEW PROJECT] (新しいプロジェクト) を選択します。
5. 製品の名前を入力し、[CREATE] (作成) を選択します。
6. 左のナビゲーションバーで、[APIs and Services] (API とサービス) を選択し、[Oauth consent screen]

(OAuth 同意画面) を選択します。
7. アプリ情報、[App domain] (アプリドメイン)、[Authorized domains] (承認済みドメイン)、[Developer 

contact information] (開発者の連絡先情報) を入力します。[Authorized domains] (承認済みドメイン) に
は、amazoncognito.com とカスタムドメインのルート (例: example.com) を含める必要がありま
す。[SAVE AND CONTINUE] (保存して続行) を選択します。

8. 1. [Scopes] (スコープ) で、[Add or remove scopes] (スコープの追加または削除) を選択し、少なくと
も、次の OAuth スコープを選択します。

1. .../auth/userinfo.email
2. .../auth/userinfo.profile
3. openid

9. [Test users] (テストユーザー) で、[Add users] (ユーザーの追加) を選択します。E メールアドレスお
よびその他の承認済みテストユーザーを入力して、[SAVE AND CONTINUE] (保存して続行) を選択し
ます。

10. 左のナビゲーションバーを再度展開し、[APIs and Services] (API とサービス) を選択し
て、[Credentials] (認証情報) を選択します。

11. [CREATE CREDENTIALS] (認証情報の作成)、[OAuth client ID] (OAuth クライアント ID) の順に選択
します。

12. [Application type] (アプリケーションタイプ) を選択し、クライアントに [Name] (名前) を入力します。
13. [Authorized JavaScript origins] (承認済みの JavaScript 生成元) で、[ADD URI] (URI の追加) を選択し

ます。ユーザープールのドメインを入力します。

https://<your-user-pool-domain>

14. [Authorized redirect URIs] (承認済みのリダイレクト URI) で、[ADD URI] (URI の追加) を選択します。
ユーザープールのドメインの /oauth2/idpresponse エンドポイントへのパスを入力します。

https://<your-user-pool-domain>/oauth2/idpresponse

15. [CREATE] (作成) を選択します。
16. [Your client ID] (クライアント ID) と [Your client secret] (クライアントシークレット) の下に Google が

表示する値を安全に保存します。Google IdP を追加するときに、Amazon Cognito にこれらの値を指
定します。

アプリケーションを Apple に登録する

「Apple でサインイン」を設定する方法についての詳細は、Apple 開発者ドキュメントの「Configuring 
Your Environment for Sign in with Apple」(Apple でサインインするための環境を設定する) を参照してくだ
さい。
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1. Apple の開発者アカウントを作成します。
2. Apple 認証情報を使用してサインインします。
3. 左のナビゲーションバーで、[Certificates, Identifiers & Profiles] (証明書、ID & プロファイル) を選択し

ます。
4. 左のナビゲーションペインで、[Identifiers] (識別子) を選択します。
5. [Identifiers] (識別子) ページで、[+] アイコンを選択します。
6. [Register a New Identifier] (新しい識別子の登録) ページで、[App IDs] (アプリ ID)、[Continue] (続行) 

の順に選択します。
7. [Select a type] (種類の選択) ページで、[App] (アプリ) を選択し、[Continue] (続行) を選択します。
8. [Register an App ID] ページで、次の操作を行います。

1. [Description] (説明) で、説明を入力します。
2. [App ID Prefix] (アプリ ID プレフィックス) に、[Bundle ID] (バンドル ID) を入力します。[App ID 

Prefix] (アプリケーション ID プレフィックス) にある値を書き留めておきます。この値は、ステッ
プ 2: ユーザープールにソーシャル IdP を追加する (p. 86) で Apple を ID プロバイダーとして選
択した後で使用します。

3. [Capabilities]  (機能) で、[Sign In with Apple] (Apple でサインイン) を選択してから [Edit] (編集) を
選択します。

4. [Sign in with Apple: App ID Configuration] (Apple でサインイン: アプリ ID の設定) ページで、アプ
リをプライマリとして設定するか、他のアプリ ID とグループ化するかを選択し、次に [Save] (保
存) を選択します。

5. [Continue] (続行) をクリックします。
9. [Confirm your App ID] ページで、[登録] を選択します。
10. [Identifiers] (識別子) ページで、[+] アイコンを選択します。
11. [Register a New Identifier] (新しい識別子の登録) ページで、[Services IDs] (サービス ID)、[Continue]

(続行) の順に選択します。
12. [Register a Services ID] ページで、次の操作を行います。

1. [説明] に、説明を入力します。
2. [Identifier] に、識別子を入力します。このサービス ID をメモしておきます。この値は、ステップ 2: 

ユーザープールにソーシャル IdP を追加する (p. 86) で Apple を ID プロバイダーとして選択し
た後で必要になります。

3. [Continue] (続行) を選択し、[Register] (登録) を選択します。
13. [Identifiers] (識別子) ページから、先ほど作成した [Services ID] (サービス ID) を選択します。

1. [Sign In with Apple] (Apple でサインイン) を選択後、[Configure] (設定) を選択します。
2. [Web Authentication Configuration] (ウェブ認証の設定) ページで、[Primary App ID] (プライマリア

プリ ID) として前に作成したアプリ ID を選択します。
3. [Website URLs] (ウェブサイトの URL) の横の [+] アイコンを選択します。
4. [Domains and subdomains] (ドメインとサブドメイン) で、https:// プレフィックスなしでユー

ザープールのドメインを入力します。

<your-user-pool-domain>

5. [Return URLs] (URL を返す) で、ユーザープールのドメインの /oauth2/idpresponse エンドポ
イントへのパスを入力します。

https://<your-user-pool-domain>/oauth2/idpresponse

6. [Next] (次へ) を選択し、[Done] (完了) を選択します。ドメインを検証する必要はありません。
7. [Continue] (続行) を選択し、次に [Save] (保存) を選択します。
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14. 左のナビゲーションペインで [Keys] (キー) を選択します。
15. [Keys (キー)] ページで、[+] アイコンを選択します。
16. [Register a New Key] ページで、次の操作を行います。

1. [Key Name] (キー名) に、キー名を入力します。
2. [Sign In with Apple] (Apple でサインイン) を選択後、[Configure] (設定) を選択します。
3. [Configure Key] (キーの設定) ページで、プライマリアプリ ID として前に作成したアプリ ID を選択

します。[Save (保存)] を選択します。
4. [Continue] (続行) を選択し、[Register] (登録) を選択します。

17. [Download Your Key] (鍵のダウンロード) ページで、[Download] (ダウンロード) をクリックしてプラ
イベートキーをダウンロードしてから、表示される [Key ID] (キー ID) を書き留め、[Done] (完了) を選
択します。このプライベートキーと、このページに表示されている [Key ID] (キー ID) の値は、ステッ
プ 2: ユーザープールにソーシャル IdP を追加する (p. 86) で Apple を ID プロバイダーとして選択
した後で必要になります。

ステップ 2: ユーザープールにソーシャル IdP を追加する
このセクションでは、前のセクションで取得したクライアント ID およびクライアントシークレットを使用
してユーザープールにソーシャル IdP を設定します。

AWS Management Console でユーザープールのソーシャル ID プロバイダーを設定するには

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。AWS 認証情報を求められる場合があります。
2. [User Pools] (ユーザープール) を選択します。
3. リストから既存のユーザープールを選択するか、ユーザープールを作成します。
4. [Sign-in experience] (サインインエクスペリエンス) タブを選択します。[Federated sign-in] (フェデ

レーションサインイン) を検索し、[Add an identity provider] (ID プロバイダーの追加) を選択します。
5. ソーシャル ID プロバイダー ([Facebook]、[Google]、[Login with Amazon]、[Sign in with Apple]) を選

択します。
6. ソーシャル ID プロバイダーの選択に基づいて、次のステップから選択します。

• Google と Login with Amazon (Amazon でのログイン) — 前のセクションで生成された [app client 
ID] (アプリケーションクライアント ID) と [app client secret] (アプリケーションクライアントシーク
レット) を入力します。

• Facebook — 前のセクションで生成された [app client ID] (アプリケーションクライアント ID) と
[app client secret] (アプリケーションクライアントシークレット) を入力し、API バージョン (例え
ば、バージョン 2.12) を選択します。Facebook API の各バージョンにはライフサイクルとサポート
終了日があるため、可能な限り最新のバージョンを選択することをお勧めします。Facebook のス
コープと属性は API バージョンによって異なる場合があります。Facebook でソーシャル ID ログイ
ンをテストして、フェデレーションが意図したとおりに機能することを確認することをお勧めしま
す。

• Sign in with Apple (Apple でサインイン) — 以前のセクションで生成された [Services ID] (サービス 
ID)、[Team ID] (チーム ID)、[Key ID] (キー ID) および [private key] (プライベートキー) を入力しま
す。

7. 使用したい [Authorized scopes] (承認するスコープ) の名前を入力します。スコープは、アプリでアク
セスするユーザー属性 (name や email など) を定義します。Facebook の場合は、コンマで区切る必
要があります。Google および Login with Amazon の場合は、スペースで区切って指定します。Sign in 
with Apple の場合は、アクセスするスコープのチェックボックスをオンにします。

ソーシャル ID プロバイダー スコープ例

Facebook public_profile, email
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ステップ 3。ユーザープールにソーシャ

ルサインインを追加する (オプション)

ソーシャル ID プロバイダー スコープ例

Google profile email openid

Login with Amazon profile postal_code

Apple でのサインイン email name

アプリケーションユーザーは、これらの属性をアプリケーションに提供することに同意するよう求め
られます。ソーシャルプロバイダーのスコープの詳細については、Google、Facebook、Login with 
Amazon、および Sign in with Apple のドキュメントを参照してください。

以下は、Sign in with Apple の場合にスコープが返らない可能性があるユーザーシナリオです。

• エンドユーザーが Apple のサインインページを離れるとエラーが発生する (Amazon Cognito の内部
障害またはデベロッパーが記述したプログラムが原因である可能性があります)

• サービス ID 識別子がユーザープールや他の認証サービス全体で使用されている
• ユーザーがサインインした後に、デベロッパーがスコープを追加している。ユーザーは認証時およ

びトークンの更新時にのみ、新しい情報を取得する。
• デベロッパーによって削除されたユーザーが Apple ID プロファイルからアプリを削除せずに再度サ

インインしている
8. ID プロバイダーからユーザープールに属性をマッピングします。詳細は、「ユーザープール用 ID プ

ロバイダー属性マッピングの特定」を参照してください。
9. [Create] (作成) を選択します。
10. [App client integration] (アプリケーションクライアント統合) タブから、[App clients] (アプリケーショ

ンクライアント) のリストより 1 つ選択して、[Edit hosted UI settings] (ホストされた UI 設定の編集) 
をクリックします。[Identity providers] (ID プロバイダー) で、新しいソーシャル ID プロバイダーをア
プリケーションクライアントに追加します。

11. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

ステップ 3: ソーシャル IdP の設定をテストする
前の 2 つのセクションの要素を使用してログイン URL を作成できます。この URL を使用してソーシャル 
IdP の設定をテストします。

https://<your_user_pool_domain>/login?
response_type=code&client_id=<your_client_id>&redirect_uri=https://www.example.com

ドメインは、コンソールにあるユーザープールの [ドメイン名] ページで確認できます。クライアント ID 
は [アプリクライアントの設定] ページにあります。redirect_uri パラメータのコールバック URL を使用し
ます。これは、ユーザーが認証に成功した後でリダイレクトされるページの URL です。

Note

Amazon Cognito は 5 分以内に完了しない認証リクエストをキャンセルし、ホストされた UI に
ユーザーをリダイレクトします。ページには、Something went wrong というエラーメッセー
ジが表示されます。

次のステップ
ステップ 4。SAML ID プロバイダーを使用したサインインをユーザープールに追加する (オプショ
ン) (p. 29)
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インインをユーザープールに追加する (オプション)

ステップ 4。SAML ID プロバイダーを使用したサイン
インをユーザープールに追加する (オプション)
アプリユーザーが SAML ID プロバイダー (IdP) を通じてサインインするようにできます。ユーザーが直接
サインインしても、サードパーティーを介してサインインしても、すべてのユーザーにはユーザープール
にプロファイルがあります。SAML ID プロバイダーを通じてサインインを追加しない場合は、この手順を
省略してください。

SAML ID プロバイダーを更新し、ユーザープールを設定する必要があります。ユーザープールを SAML 
2.0 ID プロバイダーの証明書利用者またはアプリケーションとして追加する方法については、SAML ID プ
ロバイダーのドキュメントを参照してください。

また、SAML ID プロバイダーにアサーションコンシューマーエンドポイントを提供する必要がありま
す。SAML ID プロバイダーの SAML 2.0 POST バインド用に、ユーザープールドメインで次のエンドポ
イントを設定します。ユーザープールドメインの詳細については、「ユーザープールのドメインを設定す
る (p. 55)」を参照してください。

https://Your user pool domain/saml2/idpresponse
With an Amazon Cognito domain:
https://<yourDomainPrefix>.auth.<region>.amazoncognito.com/saml2/idpresponse
With a custom domain:
https://Your custom domain/saml2/idpresponse

ドメインプレフィックスとユーザープールのリージョン値は、Amazon Cognito コンソールの [Domain 
name] (ドメイン名) タブにあります。

SAML ID プロバイダーによっては、SP urn / Audience URI / SP エンティティ ID を次の形式で指定する
必要もあります。

urn:amazon:cognito:sp:<yourUserPoolID>

ユーザープール ID は、Amazon Cognito コンソールの [General settings] (全般設定) タブにあります。

また、SAML ID プロバイダーを設定して、ユーザープールに必要なすべての属性の属性値を提供する
必要もあります。通常、email はユーザープールの必須属性です。その場合、SAML ID プロバイダー
は、SAML アサーションの email 値 (クレーム) を指定する必要があります。

Amazon Cognito ユーザープールはバインディング後のエンドポイントで SAML 2.0 フェデレーションを
サポートします。これにより、ユーザープールがユーザーエージェント経由で ID プロバイダーから直接 
SAML レスポンスを受信するため、アプリケーションで SAML アサーションレスポンスを受信して解析す
る必要がなくなります。

ユーザープールに SAML 2.0 ID プロバイダーを設定する

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力しま
す。

2. [User Pools] (ユーザープール) を選択します。
3. リストから既存のユーザープールを選択するか、ユーザープールを作成します。
4. [Sign-in experience] (サインインエクスペリエンス) タブを選択します。[Federated sign-in] (フェデ

レーションサインイン) を検索し、[Add an identity provider] (ID プロバイダーの追加) を選択します。
5. [SAML] ソーシャル ID プロバイダーを選択します。
6. カンマで区切られた [Identifiers] (識別子) を入力します。識別子は Amazon Cognito に、ユーザーがサ

インインしたときに入力したメールアドレスを確認し、ドメインに対応するプロバイダーに誘導する
必要があることを伝えます。

7. ユーザーがログアウトしたときに、Amazon Cognito が署名されたサインアウト要求をプロバイダー
に送信するためには、[Add sign-out flow] (サインアウトフローの追加) を選択します。SAML 2.0 ID 
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次のステップ

プロバイダーを設定して、ホストされた UI を構成するときに作成される https://<your Amazon 
Cognito domain>/saml2/logout エンドポイントにサインアウト応答を送信する必要がありま
す。saml2/logout エンドポイントでは、ポストバインディングを使用します。

Note

このオプションが選択されていて、SAML ID プロバイダーが署名付きログアウトリクエスト
を期待する場合は、SAML IdP で Amazon Cognito が提供する署名証明書を設定する必要も
あります。
SAML IdP は署名されたログアウトリクエストを処理し、Amazon Cognito セッションから
ユーザーをログアウトさせます。

8. [Metadata document source] (メタデータドキュメントソース) を選択します。ID プロバイダーがパブ
リック URL で SAML メタデータを提供する場合は、[Metadata document URL] (メタデータドキュメ
ント URL) を選択してそのパブリック URL を入力できます。それ以外の場合は、[Upload metadata 
document] (メタデータドキュメントをアップロード) を選択し、プロバイダーから以前ダウンロード
したメタデータファイルを選択します。

Note

プロバイダーにパブリックエンドポイントがある場合は、ファイルをアップロードする
のではなく、メタデータドキュメントの URL を入力することをお勧めします。これによ
り、Amazon Cognito はメタデータを自動的に更新できます。通常、メタデータの更新は 6 
時間ごとまたはメタデータの有効期限が切れる前のいずれか早いタイミングで発生します。

9. [Map attributes between your SAML provider and your appS] (AML プロバイダーとアプリケーション
間で属性をマッピングする) をクリックして、SAML プロバイダー属性をユーザープールのユーザープ
ロファイルにマッピングします。ユーザープールの必須属性を属性マップに含めます。

たとえば、[User pool attribute] (ユーザープール属性) emailを選択して、ID プロバイダーからの 
SAML アサーションに表示される SAML 属性名を入力します。ID プロバイダーは、参考として SAML 
アサーションのサンプルを提供する場合があります。ID プロバイダーの中には、email などのような
単純な名前を使用している ID プロバイダーもあります。次の例のように、URL 形式の属性名を使用
するものもあります。

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress

10. [Create] (作成) を選択します。

詳細については、「ユーザープールへの SAML ID プロバイダーの追加 (p. 88)」を参照してください。

次のステップ
ユーザープールを作成できました。Amazon Cognito のその他の機能を確認できます。

これらのユーザープール機能の詳細を知ることができます。

• 組み込みのサインインおよびサインアップウェブページのカスタマイズ (p. 61)
• ユーザープールに MFA を追加します (p. 233)
• ユーザープールにアドバンストセキュリティを追加する (p. 241)
• Lambda トリガーを使用したユーザープールワークフローのカスタマイズ (p. 111)
• Amazon Cognito ユーザープールでの Amazon Pinpoint 分析の使用 (p. 170)

Amazon Cognito の認証と承認のケースの概要については、「一般的な Amazon Cognito シナリオ (p. 7)」
を参照してください。

ユーザープール認証に成功した後、他の AWS のサービス にアクセスするには、「サインイン後に ID 
プールを使用して AWS サービスへアクセスする (p. 230)」を参照してください。
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認証

このセクションで前述した AWS Management Consoleとユーザープール SDK に加えて、AWS Command 
Line Interface を使用してユーザープールプロファイルとやりとりすることもできます。

ユーザープールでの認証
アプリユーザーは、ユーザープール経由で直接サインインする、またはサードパーティー ID プロバイダー 
(IdP) 経由でフェデレートすることができます。ユーザープールは、Facebook、Google、Amazon、Apple 
経由のソーシャルサインイン、および OpenID Connect (OIDC) と SAML IdP から返されるトークンの処理
のオーバーヘッドを管理します。

認証が正常に行われると、Amazon Cognito がアプリにユーザープールトークンを返します。このトーク
ンを使用して、独自のサーバー側のリソース、または Amazon API Gateway へのアクセス権をユーザーに
付与できます。または、 AWS の他のサービスにアクセスするために、トークンを AWS 認証情報と交換
することも可能です。

ウェブまたはモバイルアプリのためのユーザープールトークンの処理と管理は、Amazon Cognito SDK を
通じてクライアント側で提供されます。同様に、Mobile SDK for iOS と Mobile SDK for Android は、有効
な (期限が切れていない) 更新トークンが存在し、ID トークンとアクセストークンの最小残存有効期間が 
5 分になっている場合に ID トークンとアクセストークンを自動的に更新します。これらの SDK、および 
JavaScript、Android、iOS のサンプルコードについては、「Amazon Cognito ユーザープールの SDK」を
参照してください。

アプリユーザーが正常にログインすると、Amazon Cognito がセッションを作成し、認証されたユーザー
の ID トークン、アクセストークン、および更新トークンを返します。

JavaScript

// Amazon Cognito creates a session which includes the id, access, and refresh tokens 
 of an authenticated user.

var authenticationData = { 
        Username : 'username', 
        Password : 'password', 
    }; 
    var authenticationDetails = new 
 AmazonCognitoIdentity.AuthenticationDetails(authenticationData); 
    var poolData = { UserPoolId : 'us-east-1_ExaMPle', 
        ClientId : '1example23456789' 
    }; 
    var userPool = new AmazonCognitoIdentity.CognitoUserPool(poolData); 
    var userData = { 
        Username : 'username', 
        Pool : userPool 
    }; 
    var cognitoUser = new AmazonCognitoIdentity.CognitoUser(userData); 
    cognitoUser.authenticateUser(authenticationDetails, { 
        onSuccess: function (result) { 
            var accessToken = result.getAccessToken().getJwtToken(); 

            /* Use the idToken for Logins Map when Federating User Pools with identity 
 pools or when passing through an Authorization Header to an API Gateway Authorizer */ 
            var idToken = result.idToken.jwtToken; 
        }, 
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        onFailure: function(err) { 
            alert(err); 
        },

});

Android

// Session is an object of the type CognitoUserSession, and includes the id, access, 
 and refresh tokens for a user.

String idToken = session.getIdToken().getJWTToken();
String accessToken = session.getAccessToken().getJWT();

iOS - swift

// AWSCognitoIdentityUserSession includes id, access, and refresh tokens for a user.

- (AWSTask<AWSCognitoIdentityUserSession *> *)getSession; 
         

iOS - objective-C

// AWSCognitoIdentityUserSession includes the id, access, and refresh tokens for a 
 user.

[[user getSession:@"username" password:@"password" validationData:nil scopes:nil] 
 continueWithSuccessBlock:^id _Nullable(AWSTask<AWSCognitoIdentityUserSession *> * 
 _Nonnull task) { 
    // success, task.result has user session 
    return nil;
}];

トピック
• ユーザープール認証フロー (p. 32)

ユーザープール認証フロー
Amazon Cognito には、ユーザーを認証する方法がいくつか用意されています。ドメインの有無にかかわ
らず、すべてのユーザープールはネイティブ API でユーザーを認証できます。ユーザープールにドメイン
を追加すると、OIDC API エンドポイントを使用できます。ネイティブ API は、API リクエストのさまざ
まな認証モデルとリクエストフローをサポートします。

ユーザーのアイデンティティを検証するため、Amazon Cognito では、パスワードの他にも新しいタイプ
のチャレンジが導入されています。Amazon Cognito 認証では、通常、次の順序で 2 つの API オペレー
ションを実装する必要があります。

1. InitiateAuth
2. RespondToAuthChallenge

認証が失敗するか、Amazon Cognito がユーザーにトークンを発行するまで、ユーザーは連続してチャレ
ンジに回答して認証を進めます。カスタム認証フローをサポートするために、さまざまなチャレンジを含
むプロセスで Amazon Cognito でこれらの手順を繰り返すことができます。
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通常、アプリケーションはプロンプトを表示してユーザーから情報を収集し、その情報を API リクエス
トで Amazon Cognito に送信します。ユーザープールでの InitiateAuth フローを考えてみます。この
ユーザープールには、多要素認証 (MFA) を使用してユーザーを設定済みです。

1. アプリケーションは、ユーザーにユーザー名とパスワードの入力を求めます。
2. ユーザー名とパスワードをパラメータとして InitiateAuth に含めます。
3. Amazon Cognito から SMS_MFA チャレンジとセッション識別子が返されます。
4. アプリケーションは、ユーザーにスマートフォンの MFA コードの入力を求めます。
5. そのコードとセッション ID を RespondToAuthChallenge リクエストに含めます。

ユーザープールの機能によっては、アプリケーションが Amazon Cognito からトークンを取得する前
に、InitiateAuth へのいくつかのチャレンジに対応することが必要になります。Amazon Cognito は、
各リクエストへの応答にセッション文字列を含めます。API リクエストを 1 つの認証フローにまとめるに
は、前のリクエストに対する応答のセッション文字列を、後続の各リクエストに含めます。デフォルトで
は、セッション文字列が期限切れになる前に、ユーザーに各チャレンジを完了するまでに 3 分間が与えら
れます。この期間を調整するには、アプリケーションクライアントの認証フローセッション持続期間を変
更します。次の手順では、アプリクライアントの構成で、この設定を変更する方法について説明します。

Amazon Cognito console

アプリクライアントの認証フローセッション持続期間を設定するには (AWS Management 
Console)

1. ユーザープールの [App integration] (アプリの統合) タブで、[App clients and analytics] (アプリク
ライアントと分析) コンテナからアプリクライアントの名前を選択します。

2. [App client information] (アプリクライアントに関する情報) コンテナで [Edit] (編集) を選択しま
す。

3. [Authentication flow session duration] (認証フローセッション持続期間) の値を、SMS MFA コード
に必要な有効持続期間 (分単位) に変更します。これにより、ユーザーがアプリクライアントで認
証チャレンジを完了するまでの時間も変更されます。

4. [Save Changes] (変更を保存) を選択します。

Amazon Cognito API

アプリクライアントの認証フローセッション持続期間を設定するには (Amazon Cognito API)

1. DescribeUserPoolClient リクエストから既存のユーザープール設定を使用して
UpdateUserPoolClient リクエストを準備します。UpdateUserPoolClient リクエストに
は、既存のアプリクライアントのプロパティをすべて含める必要があります。

2. AuthSessionValidity の値を、SMS MFA コードに必要な有効持続期間 (分単位) に変更しま
す。これにより、ユーザーがアプリクライアントで認証チャレンジを完了するまでの時間も変更
されます。

アプリクライアントの詳細については、「ユーザープールのアプリケーションクライアントの設
定 (p. 277)」を参照してください。

AWS Lambda トリガーを使用して、ユーザーの認証方法をカスタマイズします。トリガーは独自のチャレ
ンジを認証フローの一部として発行し検証を行います。

また、安全なバックエンドサーバーでは、管理者の認証フローを使用することもできます。ユーザー移行
の認証フローを使用すると、ユーザーがパスワードをリセットしなくてもユーザー移行できます。

サインインの試行の失敗に対する、Amazon Cognito ロックアウト動作
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サインインに 5 回失敗すると、Amazon Cognito はユーザーを 1 秒間ロックアウトします。ロックアウト
の期間は、試行が 1 回失敗するたびに 2 倍になり、最大で約 15 分になります。ロックアウト期間中に試
行すると Password attempts exceeded 例外が生成され、その後のロックアウト期間の長さには影響
しません。サインイン試行の累積失敗回数 n (Password attempts exceeded 例外を含まない) に対し
て、Amazon Cognito はユーザーを 2^(n-5) 秒間ロックアウトします。ロックアウトを初期状態にリセット
するには、ユーザーは、ロックアウト後、連続 15 分間、サインイン試行を開始してはなりません。この
動作は変更される可能性があります。

トピック
• クライアント側の認証フロー (p. 35)
• サーバー側の認証フロー (p. 35)
• カスタム認証フロー (p. 36)
• 組み込みの認証フローとチャレンジ (p. 37)
• カスタム認証フローとチャレンジ (p. 37)
• カスタム認証フローにおける SRP パスワードの検証の使用 (p. 37)
• 管理認証フロー (p. 38)
• ユーザー移行の認証フロー (p. 38)

クライアント側の認証フロー
AWS Amplify または AWS SDK で作成したユーザークライアント側のアプリケーションの場合、以下の手
順で動作します。

1. ユーザーがアプリにユーザー名とパスワードを入力します。
2. アプリケーションが、ユーザーのユーザー名と SRP (Secure Remote Password) 詳細を使用し

て、InitiateAuth オペレーションを呼び出します。

この API オペレーションは、認証のパラメータを返します。

Note

アプリは、AWS SDK に組み込まれている Amazon Cognito SRP 機能を使用して SRP の詳細
を生成します。

3. アプリが RespondToAuthChallenge 操作を呼び出します。呼び出しが成功すると、Amazon Cognito 
からユーザーのトークンが返され、認証フローが完了します。

Amazon Cognito に必要なチャレンジが別に存在する場合は、RespondToAuthChallenge を呼び出し
てもトークンは返されません。代わりに、呼び出しによってセッションが返されます。

4. RespondToAuthChallenge からセッションが返された場合、アプリは RespondToAuthChallenge
を再度呼び出します。今回の呼び出しには、セッションとチャレンジのレスポンス (MFA コードなど) 
が使用されます。

サーバー側の認証フロー
ユーザーアプリがなく、その代わりに Java、Ruby、Node.js のセキュアバックエンド、またはサーバー側
のアプリを使用する場合は、Amazon Cognito ユーザープールの認証済みのサーバー側 API を使用できま
す。

サーバー側のアプリでのユーザープール認証は、クライアント側のアプリでの認証に似ています。次の点
が異なります。

• サーバー側のアプリは、InitiateAuth の代わりに AdminInitiateAuth API 操作を呼び出
します。このオペレーションには、cognito-idp:AdminInitiateAuth および cognito-
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idp:AdminRespondToAuthChallenge を含むアクセス許可を持つ AWS 認証情報が必要です。オペ
レーションからは、必要な認証パラメータが返されます。

• サーバー側のアプリに認証パラメータが設定された後に、AdminRespondToAuthChallenge
API オペレーションが (RespondToAuthChallenge の代わりに) 呼び出されま
す。AdminRespondToAuthChallenge API オペレーションは、AWS の認証情報を指定した場合のみ
成功します。

AWS 認証情報での Amazon Cognito API リクエストへの署名の詳細については、「AWS 全般的なリファ
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。

AdminInitiateAuth および AdminRespondToAuthChallenge の API オペレーションでは、ユーザー
ネームとパスワードのユーザー認証情報を管理者のログインに使用することを許可しません。ただし、以
下のいずれかの方法で、明示的にユーザー認証情報を使用可能にした場合を除きます。

• CreateUserPoolClient または UpdateUserPoolClient を呼び出すときは、ExplicitAuthFlow
パラメータに ALLOW_ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH (以前は ADMIN_NO_SRP_AUTH と呼ばれていま
す) を含めます。

• アプリクライアントの認証フローのリストに ALLOW_ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH を追加します。
ユーザープールの [App integration] (アプリ統合) タブの [App clients and analytics] (アプリクライアント
と分析) でアプリクライアントを設定します。詳細については、「ユーザープールのアプリケーション
クライアントの設定 (p. 277)」を参照してください。

カスタム認証フロー
Amazon Cognito ユーザープールにより、カスタム認証フローを使用することもできます。これは AWS 
Lambda トリガーを使用したチャレンジ/レスポンスベースの認証モデルの作成に役立ちます。

Note

カスタム認証フローでアドバンストセキュリティ機能を使用することはできません。詳細につい
ては、「ユーザープールにアドバンストセキュリティを追加する (p. 241)」を参照してくださ
い。

カスタム認証フローを使用すると、チャレンジとレスポンスサイクルをカスタマイズすることが可能にな
り、さまざまな要件に対応できます。このフローは、使用する認証のタイプを示す InitiateAuth API 
操作の呼び出しから始まり、初期の認証パラメータを提供します。Amazon Cognito は、以下のいずれか
の情報を使用して InitiateAuth コールに応答します。

• ユーザーへのチャレンジ、ならびにセッションおよびパラメータ。
• ユーザーが認証に失敗した場合はエラー。
• InitiateAuth コールで渡されたパラメータがユーザーのサインインに十分な場合は、ID、アクセス権

限、更新トークン。(通常、ユーザーまたはアプリケーションは最初にチャレンジに応答する必要があり
ますが、カスタムコードはこれを判定する必要があります。)

Amazon Cognito がチャレンジで InitiateAuth コールに応答する場合、アプリは追加の入力を収
集して、RespondToAuthChallenge 操作を呼び出します。このコールは、チャレンジ応答を提供
し、セッションを返します。Amazon Cognito は、RespondToAuthChallenge コールに対しても
InitiateAuth コール同様の対応をします。ユーザーがサインインしている場合、Amazon Cognito は
トークンを提供します。ユーザーがサインインしていない場合、Amazon Cognito は別のチャレンジまた
はエラーを提供します。Amazon Cognito が別のチャレンジを返した場合、ユーザーが正常にサインイン
するかエラーが返されるまで、シーケンスが繰り返され、アプリは RespondToAuthChallenge を呼
び出します。InitiateAuth API 操作と RespondToAuthChallenge API 操作に関する詳細について
は、API ドキュメントに記載されています。
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組み込みの認証フローとチャレンジ
Amazon Cognito には、SRP (Secure Remote Password) プロトコルを通じてユーザー名とパスワードを検
証する標準的な認証フロー用として、AuthFlow 値と ChallengeName 値が組み込まれています。AWS 
SDK には、Amazon Cognito を使用したこれらのフローのサポートが組み込まれています。

フローは USER_SRP_AUTH を AuthFlow として InitiateAuth に送信することから始まります。ま
た、AuthParameters の USERNAME および SRP_A の値を送信します。InitiateAuth コールが成
功した時点で、レスポンスのチャレンジパラメータには PASSWORD_VERIFIER が ChallengeName
および SRP_B として含められています。次に、アプリは RespondToAuthChallenge を呼び出しま
す。この呼び出しには PASSWORD_VERIFIER ChallengeName と、ChallengeResponses の必要
なパラメータが使用されます。RespondToAuthChallenge の呼び出しが成功し、ユーザーのサイン
インが受け入れられると、Amazon Cognito によりトークンが発行されます。ユーザーの多要素認証 
(MFA) を有効にした場合は、Amazon Cognito は、SMS_MFA の ChallengeName を返します。アプリ
は、RespondToAuthChallenge への別の呼び出しを通じて、必要なコードを提供できます。

カスタム認証フローとチャレンジ
アプリはカスタム認証フローを開始するために、InitiateAuth を CUSTOM_AUTH として Authflow を
呼び出すことができます。カスタム認証フローで、3 つの Lambda トリガーがチャレンジとレスポンスの
検証を制御します。

• DefineAuthChallenge Lambda トリガーは、以前のチャレンジとレスポンスのセッション配列を入力
として使用します。そして、次のチャレンジ名と、ユーザーが認証済みで、トークンを付与できるかど
うかを示すブール値を生成します。この Lambda トリガーは、チャレンジを通じてユーザーのパスを制
御するステートマシンです。

• CreateAuthChallenge Lambda トリガーは、チャレンジ名を入力として使用し、チャレンジ
とパラメータを生成してレスポンスを評価します。DefineAuthChallenge が次のチャレンジ
として CUSTOM_CHALLENGE を返すと、認証フローは、CreateAuthChallenge を呼び出しま
す。CreateAuthChallengeLambda トリガーは、チャレンジメタデータパラメータで次のタイプの
チャレンジを渡します。

• VerifyAuthChallengeResponse Lambda 関数は、レスポンスを評価し、レスポンスが有効であるか
どうかを示すブール値を返します。

カスタム認証フローでは、SRP パスワードの検証や SMS を介した MFA などの、内部定義されたチャレ
ンジを組み合わせて使用することもできます。CAPTCHA や秘密の質問などのカスタムチャレンジを使用
できます。

カスタム認証フローにおける SRP パスワードの検証の使用
カスタム認証フローに SRP を含める場合には、最初に SRP を処理する必要があります。

• カスタムフローで SRP パスワードの検証を開始する場合、アプリは InitiateAuth を CUSTOM_AUTH
として Authflow を呼び出します。AuthParameters マップで、アプリケーションからのリクエスト
は、SRP_A: (SRP A 値) および CHALLENGE_NAME: SRP_A を含んでいます。

• CUSTOM_AUTH フローは、challengeName: SRP_A および challengeResult: true の初
期セッションにより、DefineAuthChallenge の Lambda トリガーを呼び出します。Lambda 
関数は、challengeName: PASSWORD_VERIFIER、issueTokens: false、および
failAuthentication: false により、応答します。

• 次にアプリケーションは、(challengeName: PASSWORD_VERIFIER、そして
challengeResponses マップ内の SRP に必要な他のパラメータを使用して)
RespondToAuthChallenge を呼び出す必要があります。

• Amazon Cognito がパスワードを検証すると、challengeName: PASSWORD_VERIFIER と
challengeResult: true の 2 番目のセッションで、RespondToAuthChallenge により Lambda 
トリガーの DefineAuthChallenge が呼び出されます。その時点で DefineAuthChallenge Lambda 

37



Amazon Cognito デベロッパーガイド
ユーザープール認証フロー

トリガーは、challengeName: CUSTOM_CHALLENGE を使用して応答することでカスタムチャレンジ
を開始します。

• MFA がユーザーに対して有効になっている場合、Amazon Cognito がパスワードを確認した後、ユー
ザーは MFA の設定またはサインインを要求されます。

Note

Amazon Cognito がホストするサインインウェブページは、カスタム認証チャレンジの Lambda 
トリガー (p. 136) をアクティブ化できません。

サンプルコードを含めた Lambda トリガーの詳細については、「Lambda トリガーを使用したユーザー
プールワークフローのカスタマイズ (p. 111)」を参照してください。

管理認証フロー
認証のベストプラクティスは、カスタム認証フロー (p. 36)で説明されている API オペレーションを 
(SRP でのパスワード検証とともに) 使用することです。AWSSDK はこのアプローチを使用します。こ
のアプローチは SRP の使用に役立ちます。ただし、SRP に関する計算を回避したい場合は、セキュア
なバックエンドサーバーでは、代替の管理者 API オペレーションセットを利用できます。これらバッ
クエンド管理の実装では、InitiateAuth の代わりに AdminInitiateAuth を使用します。同時
に、RespondToAuthChallenge の代わりには AdminRespondToAuthChallenge を使用します。パス
ワードはプレーンテキストとして送信できるため、これらのオペレーションを使用するときに SRP 計算を
実行する必要はありません。以下がその例です。

AdminInitiateAuth Request { 
    "AuthFlow":"ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH", 
    "AuthParameters":{ 
        "USERNAME":"<username>", 
        "PASSWORD":"<password>" 
        }, 
    "ClientId":"<clientId>", 
    "UserPoolId":"<userPoolId>"
}

これらの管理認証オペレーションには、開発者の認証情報が必要であり、AWS Signature Version 
4 (SigV4) の署名プロセスが使用されます。これらのオペレーションは、Lambda 関数にとって
便利な、標準の AWS SDK (Node.js を含む) 内での使用が可能です。これらのオペレーションを
使用し、同時にパスワードをプレーンテキストで受け入れるには、コンソールでそれらをアプリ
ケーション向けに有効化する必要があります。または、ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH または
ExplicitAuthFlow への呼び出しで CreateUserPoolClient をUpdateUserPoolClient パラ
メータに渡すことができます。InitiateAuth および RespondToAuthChallenge オペレーションで
は、ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH AuthFlow は受け入れられません。

AdminInitiateAuth からのレスポンス ChallengeParameters では、USER_ID_FOR_SRP 属性 (存在
する場合) に、ユーザーのエイリアス (E メールアドレスや電話番号など) ではなく、実際のユーザー名が
含まれています。AdminRespondToAuthChallenge への呼び出しの ChallengeResponses では、こ
のユーザー名を USERNAME パラメータで渡す必要があります。

Note

バックエンド管理者実装は、管理者認証フローを使用しているため、フローはデバイス追跡をサ
ポートしていません。デバイス追跡が有効にしている場合、管理者認証は成功しますが、アクセ
ストークンの更新に関する呼び出しはいずれも失敗します。

ユーザー移行の認証フロー
ユーザー移行用 Lambda トリガーは、レガシーのユーザー管理システムからユーザープールにユーザー
を移行する際に役立ちます。USER_PASSWORD_AUTH 認証フローを選択している場合には、移行中のユー
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ザーがパスワードをリセットする必要はありません。このフローは、認証中に暗号化された SSL 接続を介
してユーザーのパスワードをサービスに送信します。

すべてのユーザーの移行が完了したら、フローをよりセキュアな SRP フローに切り替えます。SRP フ
ローは、ネットワーク経由でパスワードを送信しません。

Lambda トリガーの詳細については、「Lambda トリガーを使用したユーザープールワークフローのカス
タマイズ (p. 111)」を参照してください。

Lambda トリガーを使用したユーザーの移行の詳細については、「ユーザー移行の Lambda トリガーを使
用したユーザープールへのユーザーのインポート (p. 192)」を参照してください。

Amazon Cognito ネイティブの API と OIDC API を
使用する

サインアップ、サインイン、ユーザープール内のユーザー管理を行うには、2 つのオプションがありま
す。

1. ホストされた UI (OIDC API) は、ユーザープールのドメインを選択したときに Amazon Cognito がア
クティブ化する公開ウェブページのパッケージの一部です。サインアップ、サインイン、パスワード
管理、多要素認証 (MFA) のページを含む Amazon Cognito ユーザープールの認証および承認機能をす
ぐに使い始めるには、ホストされている UI の組み込みユーザーインターフェイスを使用してくださ
い。OIDC API は、アプリのサードパーティー ID プロバイダー (IdP) からユーザーを認証する主要な方
法でもあります。

2. Amazon Cognito ユーザープール API (ネイティブ API) は、アプリが独自のカスタムフロントエ
ンドでサインイン情報を収集し、ウェブまたはモバイルアプリのユーザーを認証する方法です。
ネイティブ API 認証では、ユーザーが AWS サービスエンドポイントに API リクエストを行うこ
とを許可するアクセストークンも生成されます。ネイティブ API 認証のアクセストークンには
aws.cognito.signin.user.admin スコープのみが含まれます。代わりに、サードパーティー API 
へのリクエストを許可するなどして、スコープを追加したアクセストークンを生成する場合は、OIDC 
API でユーザーを認証します。

通常は OIDC API を使用してサインインするフェデレーションユーザーをネイティブユーザーとリンクで
きます。AdminLinkProviderForUser API リクエストでフェデレーティッド ID をネイティブユーザーにリ
ンクすると、そのユーザーはネイティブ API でサインインできます。詳細については、「フェデレーショ
ンユーザーを既存のユーザープロファイルにリンクする (p. 109)」を参照してください。

Amazon Cognito ユーザープール API には複数の用途があります。Amazon Cognito ユーザープールリソー
スを作成して設定します。例えば、ユーザープールの作成、AWS Lambdaトリガーの追加、ホストされ
ている UI ドメインの設定を行うことができます。ネイティブ API は、ネイティブユーザーのサインアッ
プ、サインイン、その他のユーザーオペレーションも実行します。ネイティブユーザーとは、サードパー
ティーの ID プロバイダー (IdP) を使用せずにユーザープールに直接作成した、またはサインアップした
ユーザーです。

Amazon Cognito ユーザープール API を使用したシナリオ例

1. ユーザーは、アプリで作成した「アカウントを作成」ボタンを選択します。E メールアドレスとパス
ワードを入力します。

2. アプリケーションは SignUp API リクエストを送信し、ユーザープールに新しいユーザーを作成しま
す。

3. アプリケーションは、ユーザーに E メールの確認コードを求めます。ユーザーは、E メールメッセー
ジで受け取ったコードを入力します。
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4. アプリは、ユーザーの確認コードを含む ConfirmSignUp API リクエストを送信します。
5. アプリケーションは、ユーザーにユーザー名とパスワードの入力を求め、情報を入力します。
6. アプリは InitiateAuth API リクエストを送信し、ID トークン、アクセストークン、更新トークンを保

存します。アプリは OIDC ライブラリを呼び出して、ユーザーのトークンを管理し、そのユーザーの
永続セッションを維持します。

Amazon Cognito ユーザープール API では、IdP を介してフェデレートするユーザーをサインインすること
はできません。これらのユーザーは OIDC API を使用して認証する必要があります。ホストされた UI を含
む OIDC API エンドポイントの詳細については、「ユーザープール OIDC とホストされた UI API エンドポ
イントのリファレンス (p. 579)」を参照してください。フェデレーションユーザーは、ホストされた UI 
で起動して IdP を選択することも、ホスト UI をスキップしてユーザーを IdP に直接送信してサインイン
させることもできます。認可エンドポイント (p. 581) への API リクエストに IdP パラメータが含まれて
いる場合、Amazon Cognito はユーザーを IdP サインインページにそのままリダイレクトします。

OIDC API を使用したシナリオの例

1. ユーザーは、アプリで作成した「アカウントを作成」ボタンを選択します。
2. 開発者の認証情報を登録したソーシャル ID プロバイダーのリストをユーザーに提示します。ユーザー

は Apple を選択します。
3. アプリは、プロバイダー名 SignInWithApple で 認可エンドポイント (p. 581) へのリクエストを

開始します。
4. ユーザーのブラウザが Apple OAuth 認証ページを開きます。ユーザーは、Amazon Cognito がプロ

ファイル情報を読み取ることを許可することを選択します。
5. Amazon Cognito は Apple アクセストークンを確認し、ユーザーの Apple プロファイルを照会しま

す。
6. ユーザーは Amazon Cognito 認証コードをアプリケーションに提示します。
7. アプリケーションは認証コードを トークンエンドポイント (p. 587) と交換し、ID トークン、アクセ

ストークン、更新トークンを保存します。アプリは OIDC ライブラリを呼び出して、ユーザーのトー
クンを管理し、そのユーザーの永続セッションを維持します。

ネイティブ API と OIDC API は、このガイドで説明されているように、さまざまなシナリオをサポートし
ています。次のセクションでは、ネイティブ API がサインアップ、サインイン、およびリソース管理の要
件をサポートするクラスにさらにどのように分類されるかを調べます。

Amazon Cognito ユーザープールの認証済みおよび未
認証の API オペレーション
Amazon Cognito ユーザープール API は、リソース管理インターフェイスとユーザー向け認証および承認
インターフェイスの両方であり、運用に続く承認モデルを組み合わせます。API オペレーションによって
は、IAM 認証情報、アクセストークン、セッショントークン、クライアントシークレット、またはこれ
らの組み合わせを使用して認証を行う必要がある場合があります。多くのユーザー認証および承認操作で
は、リクエストの認証済みバージョンと認証されていないバージョンを選択できます。認証されていない
操作は、モバイルアプリなど、ユーザーに配布するアプリのセキュリティ上のベストプラクティスです。
コードにシークレットを含める必要はありません。

IAM ポリシーでは、IAM 認証による管理オペレーション (p. 40) と IAM 認証済みユーザーオペレーショ
ン (p. 42) にのみアクセス許可を割り当てることができます。

IAM 認証による管理オペレーション

IAM 認証管理オペレーションでは、AWS Management Console で行う場合と同様に、ユーザープールと
アプリケーションクライアントの設定を変更および表示します。
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例えば、UpdateUserPool API リクエストでユーザープールを変更するには、リソースを更新するための 
AWS 認証情報と IAM アクセス許可を提示する必要があります。

AWS Command Line Interface (AWS CLI) または AWS SDK でこれらのリクエストを承認するには、環境
変数またはリクエストに IAM 認証情報を追加するクライアント設定を使用して環境を設定します。詳細に
ついては、AWS 全般のリファレンスの「AWS に AWS 認証情報を使用してアクセスする」を参照してく
ださい。Amazon Cognito ネイティブ API のサービスエンドポイントにリクエストを直接送信することも
できます。リクエストのヘッダーに埋め込んだ AWS 認証情報を使用して、これらのリクエストを承認ま
たは署名する必要があります。詳細については、「AWS API リクエストの署名」を参照してください。

IAM 認証による管理オペレーション

AddCustomAttributes

CreateGroup

CreateIdentityProvider

CreateResourceServer

CreateUserImportJob

CreateUserPool

CreateUserPoolClient

CreateUserPoolDomain

DeleteGroup

DeleteIdentityProvider

DeleteResourceServer

DeleteUserPool

DeleteUserPoolClient

DeleteUserPoolDomain

DescribeIdentityProvider

DescribeResourceServer

DescribeRiskConfiguration

DescribeUserImportJob

DescribeUserPool

DescribeUserPoolClient

DescribeUserPoolDomain

GetCSVHeader

GetGroup

GetIdentityProviderByIdentifier

GetSigningCertificate

GetUICustomization

41

https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_UpdateUserPool.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws-sec-cred-types.html#access-keys-and-secret-access-keys
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/cognito_identity.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/signing_aws_api_requests.html


Amazon Cognito デベロッパーガイド
ユーザープール API 認証

IAM 認証による管理オペレーション

GetUserPoolMfaConfig

ListGroups

ListIdentityProviders

ListResourceServers

ListTagsForResource

ListUserImportJobs

ListUserPoolClients

ListUserPools

ListUsers

ListUsersInGroup

SetRiskConfiguration

SetUICustomization

SetUserPoolMfaConfig

StartUserImportJob

StopUserImportJob

TagResource

UntagResource

UpdateGroup

UpdateIdentityProvider

UpdateResourceServer

UpdateUserPool

UpdateUserPoolClient

UpdateUserPoolDomain

IAM 認証済みユーザーオペレーション

IAM 認証済みユーザーオペレーションは、ユーザーのサインアップ、サインイン、認証情報の管理、変
更、および表示を行います。

例えば、ウェブフロントエンドをバックアップするサーバー側のアプリケーション層を設定できま
す。Amazon Cognito リソースへの特権アクセスで信頼する OAuth 機密クライアントです。ユーザーをア
プリに登録するには、サーバーで AdminCreateUser API リクエストに AWS 認証情報を含めることができ
ます。OAuth クライアントの種類の詳細については、OAuth 2.0 承認フレームワークの「クライアントの
種類」を参照してください。

AWS CLIまたは AWS SDK でこれらのリクエストを承認するには、環境変数またはリクエストに IAM 認証
情報を追加するクライアント設定を使用してサーバー側のアプリケーション環境を設定します。詳細につ
いては、AWS 全般のリファレンスの「AWS に AWS 認証情報を使用してアクセスする」を参照してくだ
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さい。Amazon Cognito ネイティブ API のサービスエンドポイントにリクエストを直接送信することもで
きます。リクエストのヘッダーに埋め込んだ AWS 認証情報を使用して、これらのリクエストを承認また
は署名する必要があります。詳細については、「AWS API リクエストの署名」を参照してください。

アプリケーションクライアントにクライアントシークレットがある場合は、IAM 認証情報と、オペレー
ションによっては、AuthParameters で SecretHash パラメータまたは SECRET_HASH 値の両方を指定
する必要があります。詳細については、「シークレットハッシュ 値の計算 (p. 179)」を参照してくださ
い。

IAM 認証済みユーザーオペレーション

AdminAddUserToGroup

AdminConfirmSignUp

AdminCreateUser

AdminDeleteUser

AdminDeleteUserAttributes

AdminDisableProviderForUser

AdminDisableUser

AdminEnableUser

AdminForgetDevice

AdminGetDevice

AdminGetUser

AdminInitiateAuth

AdminLinkProviderForUser

AdminListDevices

AdminListGroupsForUser

AdminListUserAuthEvents

AdminRemoveUserFromGroup

AdminResetUserPassword

AdminRespondToAuthChallenge

AdminSetUserMFAPreference

AdminSetUserPassword

AdminSetUserSettings

AdminUpdateAuthEventFeedback

AdminUpdateDeviceStatus

AdminUpdateUserAttributes

AdminUserGlobalSignOut
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認証されていないユーザーオペレーション
認証されていないユーザーオペレーションでは、ユーザーのサインアップ、サインイン、およびパスワー
ドのリセットが開始されます。インターネット上のすべてのユーザーがアプリにサインアップしてサイン
インできるようにする場合は、認証されていない API オペレーション、またはパブリック API オペレー
ションを使用します。

例えば、アプリケーションにユーザーを登録するには、シークレットへの特権アクセスを提供しない 
OAuth パブリッククライアントを配布できます。このユーザーは、認証されていない API オペレーション
SignUp で登録できます。

AWS SDK で開発したパブリッククライアントでこれらのリクエストを送信する場合、認証情報を設定す
る必要はありません。Amazon Cognito ネイティブ API のサービスエンドポイントに、追加の認証なしで
リクエストを直接送信することもできます。

アプリケーションクライアントにクライアントシークレットがある場合は、オペレーションによって
は、AuthParameters で SecretHash パラメータまたは SECRET_HASH 値を指定する必要があります。
詳細については、「シークレットハッシュ 値の計算 (p. 179)」を参照してください。

認証されていないユーザーオペレーション

SignUp

ConfirmSignUp

ResendConfirmationCode

ForgotPassword

ConfirmForgotPassword

InitiateAuth

トークン認証によるユーザーオペレーション
トークン認証によるユーザーオペレーションは、ユーザーがサインインするか、サインイン プロセスを開
始した後に、サインアウト、認証情報の管理、ユーザーの変更、および表示を行います。アプリケーショ
ン内でシークレットを配布しない場合や、ユーザー自身の認証情報でリクエストを承認する場合は、トー
クン認証による API オペレーションを使用してください。ユーザーがサインインを完了した場合、トーク
ン認証された API リクエストをアクセストークンで承認する必要があります。ユーザーがサインインプロ
セスの途中の場合は、Amazon Cognito が前のリクエストへのレスポンスで返したセッショントークンを
使用して、トークン認証された API リクエストを承認する必要があります。

例えば、パブリッククライアントでは、書き込みアクセスをユーザー自身のプロファイルのみに制限す
る方法でユーザーのプロファイルを更新する場合があります。この更新を行うには、クライアントが
UpdateUserAttributes API リクエストにユーザーのアクセストークンを含めることができます。

AWS SDK で開発したパブリッククライアントでこれらのリクエストを送信する場合、認証情報を設定
する必要はありません。リクエストには AccessToken または Session パラメータを含めてくださ
い。Amazon Cognito ネイティブ API のサービスエンドポイントにリクエストを直接送信することもでき
ます。サービスエンドポイントへのリクエストを承認するには、リクエストの POST 本文にアクセストー
クンまたはセッショントークンを含めます。

トークン認証によるユー
ザーオペレーション

AccessToken セッション

RespondToAuthChallenge ✓
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トークン認証によるユー
ザーオペレーション

AccessToken セッション

ChangePassword ✓

GetUser ✓

UpdateUserAttributes✓

DeleteUserAttributes✓

DeleteUser ✓

ConfirmDevice ✓

ForgetDevice ✓

GetDevice ✓

ListDevices ✓

UpdateDeviceStatus ✓

GetUserAttributeVerificationCode✓

VerifyUserAttribute ✓

SetUserSettings ✓

SetUserMFAPreference✓

GlobalSignOut ✓

AssociateSoftwareToken✓ ✓

VerifySoftwareToken ✓ ✓

RevokeToken¹

¹ RevokeToken は更新トークンをパラメータとして受け取ります。更新トークンは、認証トークンとし
て、またターゲットリソースとして機能します。

ユーザープール設定の更新
AWS Management Console で Amazon Cognito ユーザープールの設定を変更するには、ユーザプール設定
の機能ベースのタブを移動して、このガイドの他のセクションの説明に従ってフィールドを更新します。
ユーザープールを作成した後に、この設定を変更することはできません。以下の設定を変更する場合は、
新しいユーザープールまたはアプリクライアントを作成する必要があります。

ユーザープール名

ユーザープールに割り当てた分かりやすい名前。ユーザープール名を変更するには、新しいユーザー
プールを作成します。

Amazon Cognito ユーザープールサインインオプション

ユーザーがサインインするときにユーザー名として渡すことができる属性。ユーザープールを作成す
るときに、ユーザー名、E メールアドレス、電話番号、または優先ユーザー名を使用してサインイン
を許可するかどうかを選択できます。ユーザープールサインインオプションを変更するには、新しい
ユーザープールを作成します。
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ユーザー名の大文字と小文字を区別する

大文字と小文字以外の別のユーザー名と一致するユーザー名を作成した場合、Amazon Cognito では
同じユーザーまたは一意のユーザーとして扱うことができます。詳細については、「ユーザープール
の大文字と小文字の区別 (p. 255)」を参照してください。大文字と小文字の区別を変更するには、新
しいユーザープールを作成します。

必須属性

ユーザーのサインアップ時または作成時に値を提供する必要がある属性。詳細については、「ユー
ザープール属性 (p. 260)」を参照してください。必要な属性を変更するには、新しいユーザープール
を作成します。

クライアントシークレット

アプリクライアントを作成するときに、信頼されたソースだけがユーザープールにリクエストを送信
できるように、クライアントシークレットを生成できます。詳細については、「ユーザープールのア
プリケーションクライアントの設定 (p. 277)」を参照してください。クライアントシークレットを変
更するには、同じユーザープール内に新しいアプリクライアントを作成します。

カスタム属性

カスタム名を持つ属性です。ユーザーのカスタム属性の値を変更することはできますが、ユー
ザープールからカスタム属性を削除することはできません。詳細については、「ユーザープール属
性 (p. 260)」を参照してください。カスタム属性の最大数に達してリストを変更する場合は、新しい
ユーザープールを作成します。

Amazon Cognito API または AWS CLI を使用してユー
ザープールを更新する
Amazon Cognito API または AWS Command Line Interface (AWS CLI) などの自動化ツールを使用し
て、Amazon Cognito ユーザープールの設定を変更できます。次の手順で、UpdateUserPool API オペレー
ションを使用して設定を更新します。入力フィールドが異なる同じアプローチが、UpdateUserPoolClient
に適用されます。

Important

既存のパラメータの値を提供しない場合、Amazon Cognito はそれらをデフォルト値に設定しま
す。例えば、既存の LambdaConfig がある場合に、空の LambdaConfig で UpdateUserPool
を送信すると、すべての Lambda 関数のユーザープールトリガーへの割り当てが削除されます。
ユーザープール設定の変更を自動化する場合は、適宜計画を立ててください。

1. DescribeUserPool を使用して、ユーザープールの既存の状態をキャプチャします。
2. DescribeUserPool の出力を UpdateUserPool のリクエストパラメータと一致するようにフォー

マットします。出力される JSON から次のトップレベルフィールドとその子オブジェクトを削除しま
す。

• Arn
• CreationDate
• CustomDomain

• このフィールドを UpdateUserPoolDomain API オペレーションを使用して更新します。
• Domain

• このフィールドを UpdateUserPoolDomain API オペレーションを使用して更新します。
• EmailConfigurationFailure
• EstimatedNumberOfUsers
• Id
• LastModifiedDate
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• Name
• SchemaAttributes
• SmsConfigurationFailure
• Status

3. 生成された JSON が UpdateUserPool のリクエストパラメータと一致することを確認します。
4. 生成された JSON で変更するパラメータを変更します。
5. 変更した JSON をリクエスト入力として使用する UpdateUserPool API リクエストを送信します。

また、AWS CLI の update-user-pool の --cli-input-json パラメータで、この修正した
DescribeUserPool の出力を使用することもできます。

または、次の AWS CLI コマンドを実行して、update-user-pool の受け入れた入力フィールドの値が空
白の JSON を生成します。その後、これらのフィールドにユーザープールの既存の値を入力できます。

aws cognito-idp update-user-pool --generate-cli-skeleton --output json

次のコマンドを実行して、アプリクライアント用に同じ JSON オブジェクトを生成します。

aws cognito-idp update-user-pool-client --generate-cli-skeleton --output json

サインアップおよびサインインでの Amazon 
Cognito でホストされる UI の使用

Amazon Cognito でホストされる UI は、OAuth 2.0 準拠の認証サーバーを提供します。これは、登録およ
び認証などのエンドユーザーフローのデフォルト実装を含みます。ユーザープールの設定を変更するだ
けで、多要素認証 (MFA) の追加などのユーザーフローもカスタマイズできます。アプリケーションはホ
ストされた UI にリダイレクトされ、これがユーザーフローを処理します。ブランド固有のロゴを提供し
たり、ホストされた UI 要素のデザインをカスタマイズすることで、ユーザーエクスペリエンスをカスタ
マイズできます。Amazon Cognito でホストされる UI では、エンドユーザーがソーシャルプロバイダー 
(Facebook、Amazon、Google、Apple)、および任意の OpenID Connect (OIDC) 準拠のプロバイダーや 
SAML プロバイダーでサインインする機能を追加できます。

トピック
• AWS Amplify でホストされた UI をセットアップする (p. 47)
• Amazon Cognito コンソールでの ホストされた UI のセットアップ (p. 48)
• ユーザープールのアプリケーションクライアントの設定 (p. 51)
• ユーザープールのドメインを設定する (p. 55)
• 組み込みのサインインおよびサインアップウェブページのカスタマイズ (p. 61)
• ホストされた UI でのサインアップとサインイン (p. 65)
• ユーザープールのリソースサーバーを定義する (p. 77)

AWS Amplify でホストされた UI をセットアップする
AWS Amplify を使用してウェブアプリまたはモバイルアプリに認証を追加する場合は、AWS Amplify フ
レームワークのコマンドラインインターフェイス (CLI) とライブラリを使用して、ホストされた UI を設
定できます。アプリケーションに認証を追加するには、AWS Amplify CLI を使用して Auth カテゴリをプ
ロジェクトに追加します。次に、クライアントコードで AWS Amplify ライブラリを使用して、Amazon 
Cognito ユーザープールでのユーザーの認証を行います。
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事前構築済みのホストされた UI を表示する、または Facebook、Google、Amazon、Apple などのソー
シャルサインインプロバイダーにリダイレクトする OAuth 2.0 エンドポイント経由でユーザーをフェデ
レートすることができます。ユーザーがソーシャルプロバイダーで正常に認証されると、AWS Amplify は
必要に応じてユーザープールに新しいユーザーを作成し、ユーザーの OIDC トークンをアプリケーション
に提供します。

詳細については、アプリプラットフォームの AWS Amplify フレームワークのドキュメントを参照してくだ
さい。

• AWS Amplify authentication for JavaScript.
• AWS Amplify authentication for iOS.
• AWS Amplify authentication for Android.

Amazon Cognito コンソールでの ホストされた UI の
セットアップ
アプリケーションクライアントの作成

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力しま
す。

2. [User Pools] (ユーザープール) を選択します。
3. リストから既存のユーザープールを選択するか、ユーザープールを作成します。
4. [App integration] (アプリケーションの統合) タブを選択します。
5. [App clients] (アプリケーションクライアント) で、[Create an app client] (アプリケーションクライア

ントの作成) を選択します。
6. [App type] (アプリケーションタイプ) を選択します。[Public client] (パブリッククライアン

ト)、[Confidential client] (機密保持クライアント)、または []Other (その他)。パブリッククライアン
トは通常、ユーザーのデバイスから操作し、認証されていない API とトークン認証された API を使
用します。機密クライアントは通常、クライアントシークレットと API 認証情報で信頼する中央サー
バー上のアプリケーションから操作し、承認ヘッダーと AWS Identity and Access Management 認証
情報を使用してリクエストに署名します。ユースケースが、パブリッククライアントまたは機密保持
クライアントの事前構成されたアプリケーションクライアント設定と異なる場合、その他を選択しま
す。

7. [App client name] (アプリケーションクライアント名) を入力します。
8. アプリケーションクライアントで許可したい [Authentication flows] (認証のフロー) を選択します。
9. 認証フローセッション持続期間を設定します。これは、セッショントークンが期限切れになる前に

ユーザーが各認証チャレンジを完了しなければならない期間です。
10. (オプション) トークンの有効期限を設定します。

a. アプリケーションクライアントの [Refresh token expiration] (トークンの有効期限を更新) を指定
します。デフォルト値は 30 日です。これは、1 時間から 10 年の任意の値に変更できます。

b. アプリケーションクライアントの [Access token expiration] (アクセストークンの有効期限) を指定
します。デフォルト値は 1 時間です。これは、5 分から 24 時間の任意の値に変更できます。

c. アプリケーションクライアントの [ID token expiration] (ID トークンの有効期限) を指定します。
デフォルト値は 1 時間です。これは、5 分から 24 時間の任意の値に変更できます。

Important

ホストされた UI を使用してトークンの有効期間を 1 時間未満に設定した場合、ユーザー
は、現在 1 時間に固定されているセッション cookie の期間に基づいてトークンを使用で
きるようになります。
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11. [Generate client secret] (クライアントシークレットの生成) を選択して、 Amazon Cognito にクライア
ントシークレットを生成させます。クライアントシークレットは通常、機密クライアントに関連付け
られます。

12. このアプリケーションクライアントに、[Enable token revocation] (トークンの失効を有効化) するかど
うかを選択してください。これにより、トークンサイズが増加します。トークンの取り消しの詳細に
ついては、「Revoking Tokens」を参照してください。

13. このアプリケーションのクライアントに対して、[Prevent error messages that reveal user existence]
(ユーザーの存在を知らせるエラーメッセージを表示しない) ようにするか選択します。Amazon 
Cognito は、ユーザー名またはパスワードのいずれかが間違っているという一般的なメッセージで、
存在しないユーザーのサインインリクエストに応答します。

14. (オプション) このアプリケーションクライアントに、[Attribute read and write permissions] (属性の読
み取りと書き込みのアクセス許可) を構成します。アプリケーションクライアントは、ユーザープー
ルの属性スキーマの限定サブセットに対して、読み取りと書き込みの許可が得られます。

15. [Create] (作成) を選択します。
16. [Client id] (クライアント ID) を書き留めます。これにより、サインアップリクエストとサインインリ

クエストでアプリケーションクライアントを識別します。

アプリを設定する

1. [App integration] (アプリケーションの統合) タブで、[App clients] (アプリケーションクライアント) の
アプリケーションクライアントを選択します。現在のホストされた UI 情報を確認してください。

2. [Allowed callback URL(s)] (許可されたコールバック URL) にコールバック URL を追加します。コール
バック URL は、ユーザーがサインインに成功したときのリダイレクト先です。

3. [Allowed sign-out URL(s)] (許可されたサインアウト URL) にサインアウト URL を追加します。サイン
アウト URL は、ユーザーがサインアウトした後のリダイレクト先です。

4. ID プロバイダーリストから少なくとも 1 つ追加してください。
5. [OAuth 2.0 grant types] (OAuth 2.0 付与タイプ) で、[Authorization code grant] (認証コード付与) を選

択して、ユーザープールトークンと交換される認証コードを返します。トークンはエンドユーザーに
直接公開されないため、侵害される可能性は低くなります。ただし、ユーザープールトークンの認証
コードを交換するために、バックエンドでカスタムアプリケーションが必要です。セキュリティ上の
理由から、モバイルアプリケーション用の認証コード付与フローとコード交換用証明キー (PKCE) を
併用することをお勧めします。

6. [OAuth 2.0 grant types] (OAuth 2.0 付与タイプ) で、[Implicit grant] (暗黙的付与) を選択し、Amazon 
Cognito からユーザープールの JSON Web トークン (JWT) が返されるようにします。このフローは、
トークンの認証コードを交換できるバックエンドがない場合に使用でき、トークンのデバッグにも役
立ちます。

7. [Authorization code] (認証コード) と [Implicit code] (暗黙的コード) 付与の両方を有効にして、必要に
応じて各権限を使用することができます。[Authorization code] (認証コード) または [Implicit code] (暗
黙コード) の付与も選択されておらず、アプリケーションクライアントにクライアントシークレット
がある場合は、クライアント認証情報の付与を有効にできます。アプリケーションがユーザーの代
わりではなく自身の代わりとしてアクセストークンをリクエストする必要がある場合にのみ、[Client 
credentials] (クライアント認証情報) を選択します。

8. このアプリケーションクライアントに対して認可する [OpenID Connect scopes] (OpenID Connect ス
コープ) を選択します。

9. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

ドメインを設定する

1. ユーザープール用の [App integration] (アプリケーションの統合) タブに移動します。
2. [Domain] (ドメイン) の [Actions] (アクション) を選択し、[Create custom domain] (カスタムドメイン

の作成) または [Create Cognito domain] (Cognitoドメインの作成) を選択します。ユーザープールドメ
インを既に構成している場合は、新しいカスタムドメインを作成する前に、[Delete Cognito domain] 
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(Cognito ドメインの削除) または [Delete custom domain] (カスタムドメインの削除) を選択して削除
します。

3. 使用可能なドメインプレフィックスを入力して、Cognito domain (Cognito ドメイン) と使用しま
す。[Custom domain] (カスタムドメイン) のセットアップに関する詳細については、「ホストされた 
UI で所有するドメインを使用する」を参照してください。

4. [Create] (作成) を選択します。

サインインページを表示するには

Amazon Cognito コンソールで、[App integration] (アプリの統合) タブの [App clients and analytics] (アプリ
クライアントと分析) の下にあるアプリクライアントの設定で、[View Hosted UI] (ホストされた UI を表示) 
ボタンを選択します。このボタンを選択すると、ホストされた UI のサインインページに移動し、次の基本
パラメータが表示されます。

• アプリクライアント ID
• 認証コード付与リクエスト
• 現在のアプリクライアント用に有効にしたすべてのスコープのリクエスト
• 現在のアプリクライアントのリストにある最初のコールバック URL

[View hosted UI] (ホストされた UI を表示) ボタンは、ホストされた UI の基本機能をテストする場合に便利
です。追加および変更されたパラメータを使用してサインイン URL をカスタマイズすることできます。ほ
とんどの場合、[View hosted UI] (ホストされた UI を表示) リンクの自動生成されたパラメータは、アプリ
のニーズに完全には一致しません。このような場合は、ユーザーのサインイン時にアプリが呼び出す URL 
をカスタマイズする必要があります。サインインパラメータのキーと値の詳細については、「ユーザー
プール OIDC とホストされた UI API エンドポイントのリファレンス (p. 579)」を参照してください。

ホストされた UI のサインインウェブページは、以下の URL 形式を使用します。response_type を書き
留めます。この場合は、認証コード付与の response_type=code です。

https://<your_domain>/oauth2/authorize?
response_type=code&client_id=<your_app_client_id>&redirect_uri=<your_callback_url>

カスタムパラメータを使用して /oauth2/authorize エンドポイントに移動すると、Amazon 
Cognito は /oauth2/login エンドポイントにリダイレクトするか、identity_provider または
idp_identifier パラメータがある場合は、IdP サインインページにそのままリダイレクトします。ホ
ストされた UI をバイパスする URL の例については、「Amazon Cognito ユーザープールでの SAML セッ
ション開始 (p. 98)」を参照してください。

response_type=token である暗黙のコード付与の次の URL を使用して、ホストされた UI サインインウェ
ブページを表示できます。サインインが正常に行われると、Amazon Cognito がユーザープールトークン
をウェブブラウザのアドレスバーに返します。

            https://<your_domain>/login?
response_type=token&client_id=<your_app_client_id>&redirect_uri=<your_callback_url>
        

JSON ウェブトークン (JWT) ID トークンは、レスポンスの #idtoken= パラメータの後にあります。

ここでは、暗黙的な付与リクエストからのレスポンスの例を示します。ID トークン文字列はこれ以上に長
くなります。

            https://www.example.com/
#id_token=123456789tokens123456789&expires_in=3600&token_type=Bearer   
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ホストされている UI ページに変更がすぐに反映されない場合は、数分間待ってから、ページを更新して
ください。Amazon Cognito ユーザープールトークンは、RS256 アルゴリズムを使用して署名されます。
ユーザープールトークンデコードと検証には AWS Lambda を使用できます。GitHub の「Decode and 
verify Amazon Cognito JWT tokens」(Amazon Cognito JWT トークンのデコードと検証) を参照してくださ
い。

ドメインは [ドメイン名] ページに表示されています。アプリクライアント ID およびコールバック URL は 
[アプリクライアントの設定] ページに表示されています。

Note

Amazon Cognito がホストする UI は、カスタム認証フローをサポートしていません。

Amazon Cognito がホストする UI は、カスタムの Cross-Origin Resource Sharing (CORS) オリジンポリ
シーをサポートしていません。Amazon Cognito は、すべてのリクエストに対して Access-Control-
Allow-Origin: * レスポンスのヘッダーを返します。ホストされた UI の CORS ポリシーは、ユー
ザーがリクエストの認証パラメータを渡すことを防ぎます。代わりに、アプリのウェブフロントエンドに 
CORS ポリシーを実装します。

ユーザープールのアプリケーションクライアントの設
定
ユーザープールを作成した後は、ユーザーのサインアップとサインインに組み込みウェブページを使
用するようにアプリクライアントを設定できます。用語については、「アプリクライアントの設定用
語 (p. 54)」を参照してください。

アプリケーションクライアントを設定するには (AWS Management Console)

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力しま
す。

2. [User Pools] (ユーザープール) を選択します。
3. リストから既存のユーザープールを選択するか、ユーザープールを作成します。
4. [App integration] (アプリケーションの統合) タブを選択します。
5. [App clients] (アプリケーションクライアント) で、[Create an app client] (アプリケーションクライア

ントの作成) を選択します。
6. [App type] (アプリケーションタイプ) を選択します。[Public client] (パブリッククライアン

ト)、[Confidential client] (機密保持クライアント)、または []Other (その他)。パブリッククライアン
トは通常、ユーザーのデバイスから操作し、認証されていない API とトークン認証された API を使
用します。機密クライアントは通常、クライアントシークレットと API 認証情報で信頼する中央サー
バー上のアプリケーションから操作し、承認ヘッダーと AWS Identity and Access Management 認証
情報を使用してリクエストに署名します。ユースケースが、パブリッククライアントまたは機密保持
クライアントの事前構成されたアプリケーションクライアント設定と異なる場合、その他を選択しま
す。

7. [App client name] (アプリケーションクライアント名) を入力します。
8. アプリケーションクライアントで許可したい [Authentication flows] (認証のフロー) を選択します。

ユーザープール認証の詳細については、「User Pool Authentication Flow」(ユーザープール認証フ
ロー) を参照してください。

9. 認証フローセッション持続期間を設定します。これは、セッショントークンが期限切れになる前に
ユーザーが各認証チャレンジを完了しなければならない期間です。

10. (オプション) トークンの有効期限を設定します。

a. アプリケーションクライアントの [Refresh token expiration] (トークンの有効期限を更新) を指定
します。デフォルト値は 30 日です。これは、1 時間から 10 年の任意の値に変更できます。
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b. アプリケーションクライアントの [Access token expiration] (アクセストークンの有効期限) を指定
します。デフォルト値は 1 時間です。これは、5 分から 24 時間の任意の値に変更できます。

c. アプリケーションクライアントの [ID token expiration] (ID トークンの有効期限) を指定します。
デフォルト値は 1 時間です。これは、5 分から 24 時間の任意の値に変更できます。

Important

ホストされた UI を使用してトークンの有効期間を 1 時間未満に設定した場合、ユーザー
は、現在 1 時間に固定されているセッション cookie の期間に基づいてトークンを使用で
きるようになります。

11. [Generate client secret] (クライアントシークレットの生成) を選択して、 Amazon Cognito にクライア
ントシークレットを生成させます。クライアントシークレットは通常、機密クライアントに関連付け
られます。

12. このアプリケーションクライアントに、[Enable token revocation] (トークンの失効を有効化) するかど
うかを選択してください。これにより、Amazon Cognito が発行するトークンサイズが増加します。
トークンの取り消しの詳細については、「Revoking Tokens」を参照してください。

13. このアプリケーションのクライアントに対して、[Prevent error messages that reveal user existence]
(ユーザーの存在を知らせるエラーメッセージを表示しない) ようにするか選択します。Amazon 
Cognito は、ユーザー名またはパスワードのいずれかが間違っているという一般的なメッセージで、
存在しないユーザーのサインインリクエストに応答します。

14. (オプション) このアプリケーションクライアントに、[Attribute read and write permissions] (属性の読
み取りと書き込みのアクセス許可) を構成します。アプリケーションクライアントは、ユーザープー
ルの属性スキーマの限定サブセットに対してのみ、読み取りと書き込みの許可が得られます。詳細に
ついては、「Attribute Permissions and Scopes」(属性の許可と範囲) を参照してください。

15. [Create] (作成) を選択します。
16. [Client id] (クライアント ID) を書き留めます。これにより、サインアップリクエストとサインインリ

クエストでアプリケーションクライアントを識別します。

アプリケーションクライアントを設定するには (AWS CLI と AWS API)
AWS CLI を使用してユーザープールのアプリクライアントの更新、作成、説明、および削除を行うことが
できます。

以下の例では、[MyUserPoolID] と [MyAppClientID] を実際のユーザープールおよびアプリケーション
クライアント ID の値に置き換えてください。同様に、以下の例で使用されているパラメータ値も実際とは
異なる場合があります。

Note

コールバック URL とログアウト URL は、JSON 形式を使用することで、CLI でリモートパラ
メータファイルとして処理されないようにします。
--callback-urls "["https://example.com"]"
--logout-urls "["https://example.com"]"

ユーザープールのアプリケーションクライアントの更新 (AWS CLI と AWS API)

AWS CLI　で、次のコマンドを入力します。

aws cognito-idp update-user-pool-client --user-pool-id  "MyUserPoolID" --client-id 
 "MyAppClientID" --allowed-o-auth-flows-user-pool-client --allowed-o-auth-flows "code" 
 "implicit" --allowed-o-auth-scopes "openid" --callback-urls "["https://example.com"]" --
supported-identity-providers "["MySAMLIdP", "LoginWithAmazon"]"

コマンドが成功すると、AWS CLI から確認情報が返されます。

{ 
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    "UserPoolClient": { 
        "ClientId": "MyClientID", 
        "SupportedIdentityProviders": [ 
            "LoginWithAmazon", 
            "MySAMLIdP" 
        ], 
        "CallbackURLs": [ 
            "https://example.com" 
        ], 
        "AllowedOAuthScopes": [ 
            "openid" 
        ], 
        "ClientName": "Example", 
        "AllowedOAuthFlows": [ 
            "implicit", 
            "code" 
        ], 
        "RefreshTokenValidity": 30, 
        "AuthSessionValidity": 3, 
        "CreationDate": 1524628110.29, 
        "AllowedOAuthFlowsUserPoolClient": true, 
        "UserPoolId": "MyUserPoolID", 
        "LastModifiedDate": 1530055177.553 
    }
}

詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスで「update-user-pool-client」を参照してください。

AWS API: UpdateUserPoolClient

ユーザープールのアプリケーションクライアントの作成 (AWS CLI と AWS API)

aws cognito-idp create-user-pool-client --user-pool-id MyUserPoolID --client-name myApp

詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスで「create-user-pool-client」を参照してください。

AWS API: CreateUserPoolClient

ユーザープールのアプリケーションクライアント情報の取得 (AWS CLI と AWS API)

aws cognito-idp describe-user-pool-client --user-pool-id MyUserPoolID --client-
id MyClientID

詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスで「describe-user-pool-client」を参照してください。

AWS API: DescribeUserPoolClient

ユーザープールのアプリケーションクライアント情報の一覧表示 (AWS CLI と AWS API)

aws cognito-idp list-user-pool-clients --user-pool-id "MyUserPoolID" --max-results 3

詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスで「list-user-pool-clients」を参照してください。

AWS API: ListUserPoolClients

ユーザープールのアプリケーションクライアントの削除 (AWS CLI と AWS API)

aws cognito-idp delete-user-pool-client --user-pool-id "MyUserPoolID" --client-id 
 "MyAppClientID"

詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスで「delete-user-pool-client」を参照してください。
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AWS API: DeleteUserPoolClient

アプリケーションクライアントの設定用語
以下の用語と定義は、アプリクライアントを設定するうえで役立ちます。

有効な ID プロバイダー

ID プロバイダー (IdP) を選択してユーザーを認証できます。このサービスは、ユーザープールで実行
するか、Facebook などのサードパーティーを通じて実行できます。IdP は、使用する前に有効にする
必要があります。IdP は、少なくとも 1 つを有効にする必要があり、複数を有効にすることができま
す。外部 IdP の使用の詳細については、「サードパーティー経由のユーザープールへのサインインの
追加 (p. 80)」を参照してください。

コールバック URL

コールバック URL は、ユーザーがサインインに成功したときにリダイレクトされる先を指定します。
少なくとも 1 つのコールバック URL を選択してください。コールバック URL は、以下が必要です。
• 絶対 URI である。
• クライアントに事前登録されている。
• フラグメントコンポーネントを含まない。

「OAuth 2.0 - リダイレクトエンドポイント」を参照してください。

Amazon Cognito は、テスト目的限定の HTTPS を除き、HTTP ではなく http://localhost を使用
します。

また、アプリのコールバック URL (例: myapp://example) もサポートされています。
サインアウト URL

サインアウト URL は、ユーザーがサインアウトしたときにリダイレクトされる先を指定します。
許可されている OAuth フロー

[Authorization code grant (認証コードの付与)] フローはコード付与フローを開始し、レスポンスとし
て認証コードを提供します。このコードは「トークンエンドポイント (p. 587)」を使用してアクセス
トークンと交換できます。トークンはエンドユーザーに直接公開されないため、侵害される可能性は
低くなります。ただし、ユーザープールトークンの認証コードを交換するために、バックエンドでカ
スタムアプリケーションが必要です。

Note

セキュリティ上の理由から、モバイルアプリでは [Authorization code grant (認証コードの付
与)] フローは PKCE を使用してのみ使用することを強くお勧めします。

[暗黙の付与] フローでは、クライアントがアクセストークン (およびスコープに基づいて、オプショ
ンで ID トークン) を 認可エンドポイント (p. 581) から直接取得することを許可します。このフロー
は、アプリケーションが [Authorization code grant] (認証コードの付与) フローを開始できない場合に
のみ選択します。詳細については、「OAuth 2.0 の仕様」を参照してください。

[Authorization code grant] (認証コードの付与) と [Implicit code grant] (暗黙的コードの付与) の両方を
有効にして、必要に応じて各権限を使用することができます。

[Client credentials (クライアント認証情報)] フローはマシン間の通信に使用されます。各自のリソース
にアクセスするためのアクセストークンをリクエストできます。このフローは、ユーザーの代わりで
はなく、アプリケーションがそれ自体のためにトークンをリクエストする場合に選択します。

Note

ユーザーとしてクライアント認証情報フローを呼び出さないため、このフローでアクセス
トークンにカスタムスコープを設定することしかできません。カスタムスコープは、各自
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のリソースサーバー用に定義したものです。「ユーザープールのリソースサーバーを定義す
る (p. 77)」を参照してください。

許可されている OAuth スコープ

次の OAuth スコープを 1 つ以上選択し、アクセストークン用にリクエストできるアクセス権限を指
定します。
• phone スコープは phone_number クレームおよび phone_number_verified クレームへのアク

セスを付与します。このスコープは openid スコープを使用する場合にのみリクエストできます。
• email スコープは email クレームおよび email_verified クレームへのアクセスを付与しま

す。このスコープは openid スコープを使用する場合にのみリクエストできます。
• openid スコープは、OpenID Connect 仕様に沿ったスコープを取得することを宣言していま

す。openid スコープをリクエストしない限り、Amazon Cognito は ID トークンを返しません。
• aws.cognito.signin.user.admin スコープは、UpdateUserAttributes および

VerifyUserAttribute などのアクセストークンを必要とする Amazon Cognito ユーザープール API 操
作へのアクセス権を付与します。

• profile スコープはクライアントが読み取り可能なすべてのユーザー属性へのアクセスを付与しま
す。このスコープは openid スコープを使用する場合にのみリクエストできます。

許可されているカスタムスコープ

カスタムスコープは、[リソースサーバー] で各自のリソースサーバー用に定義したものです。形式
は resource-server-identifier/scope です。「ユーザープールのリソースサーバーを定義す
る (p. 77)」を参照してください。

OAuth スコープについての詳細は、標準 OIDC スコープのリストを参照してください。

ユーザープールのドメインを設定する
アプリクライアントを設定したら、サインアップおよびサインインのウェブページアドレスを設定できま
す。Amazon Cognito でホストされるドメインを使用して、利用可能なドメインプレフィックスを選択す
る、または独自のウェブアドレスをカスタムドメインとして使用することができます。

AWS Management Console を使用してアプリケーションクライアントと Amazon Cognito でホストされる
ドメインを追加するには、「ホストされたウェブ UI を有効にするためのアプリケーションの追加」を参照
してください。

Note

ドメインプレフィックスで aws、amazon、または cognito テキストを使用することはできませ
ん。

トピック
• ホストされた UI への Amazon Cognito ドメインの使用 (p. 55)
• ホストされた UI への独自のドメインの使用 (p. 57)

ホストされた UI への Amazon Cognito ドメインの使用
アプリケーションクライアントを設定したら、サインアップおよびサインインのウェブページアドレスを
設定できます。ホストされた Amazon Cognito ドメインを独自のドメインプレフィックスと共に使用でき
ます。

AWS Management Console を使用してアプリケーションクライアントと Amazon Cognito でホストされる
ドメインを追加するには、「ホストされたウェブ UI を有効にするためのアプリケーションの追加」を参照
してください。
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トピック
• 前提条件 (p. 56)
• ステップ 1: ホストされるユーザープールドメインを設定する (p. 56)
• ステップ 2: サインインページを検証する (p. 57)

前提条件

開始するには、以下が必要です。

• アプリクライアントを持つユーザープール。詳細については、「ユーザープールの開始方
法。 (p. 20)」を参照してください。

ステップ 1: ホストされるユーザープールドメインを設定する

ホストされたユーザープールドメインを設定する

AWS Management Console 、AWS CLI または API のいずれかを使用して、ユーザプールドメインを設定
できます。

Amazon Cognito console

ドメインを設定する

1. ユーザープール用の [App integration] (アプリケーションの統合) タブに移動します。
2. [Domain] (ドメイン) の [Actions] (アクション) を選択し、[Create custom domain] (カスタムドメ

インの作成) または [Create Cognito domain] (Cognitoドメインの作成) を選択します。ユーザー
プールドメインを既に構成している場合は、新しいカスタムドメインを作成する前に、[Delete 
Cognito domain] (Cognitoドメインの削除) または [Delete custom domain] (カスタムドメインの削
除) を選択します。

3. 使用可能なドメインプレフィックスを入力して、Cognito domain (Cognito ドメイン) と使用しま
す。[Custom domain] (カスタムドメイン) のセットアップに関する詳細については、「ホストさ
れた UI で所有するドメインを使用する」を参照してください。

4. [Create] (作成) を選択します。

CLI/API

ドメインプレフィックスを作成してユーザープールに割り当てるには、次のコマンドを使用します。

ユーザープールのドメインを設定する

• AWS CLI: aws cognito-idp create-user-pool-domain

例: aws cognito-idp create-user-pool-domain --user-pool-id <user_pool_id>
--domain <domain_name>

• AWS API: CreateUserPoolDomain

ドメインに関する情報を取得する

• AWS CLI: aws cognito-idp describe-user-pool-domain

例: aws cognito-idp describe-user-pool-domain --domain <domain_name>
• AWS API: DescribeUserPoolDomain
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ドメインを削除する

• AWS CLI: aws cognito-idp delete-user-pool-domain

例: aws cognito-idp delete-user-pool-domain --domain <domain_name>
• AWS API: DeleteUserPoolDomain

ステップ 2: サインインページを検証する

• Amazon Cognito でホストされるドメインから、サインインページが利用可能であることを検証しま
す。

https://<your_domain>/login?
response_type=code&client_id=<your_app_client_id>&redirect_uri=<your_callback_url>

ドメインは、Amazon Cognito コンソールの [ドメイン名] ページに表示されます。アプリクライアント ID 
およびコールバック URL は [アプリクライアントの設定] ページに表示されています。

ホストされた UI への独自のドメインの使用
アプリクライアントをセットアップしたら、Amazon Cognito がホストする UI および auth APIエンドポ
イントのカスタムドメインを使用してユーザープールを設定できます。カスタムドメインを使用すると、
ユーザーは、独自のウェブアドレスを使用して、アプリケーションにサインインできるようになります。

トピック
• ユーザープールへのカスタムドメインの追加 (p. 57)
• カスタムドメインの SSL 証明書を変更する (p. 60)

ユーザープールへのカスタムドメインの追加
カスタムドメインをユーザープールに追加するには、Amazon Cognito コンソールでドメイン名を指定
し、AWS Certificate Manager (ACM) を使用してユーザー管理の証明書を提供します。ドメインを追加し
たら、Amazon Cognito がエイリアスターゲットを提供するので、これを DNS 設定に追加します。

前提条件

開始するには、以下が必要です。

• アプリクライアントを持つユーザープール。詳細については、「ユーザープールの開始方
法。 (p. 20)」を参照してください。

• 所有するウェブドメイン。その親ドメインには、DNS に有効な A レコードが必要です。親は、
ドメインのルート、またはドメイン階層の 1 つ上の子ドメインです。例えば、カスタムドメイン
が、auth.example.com の場合、Amazon Cognito は xyz.example.com を IP アドレスに解決できる必要
があります。お客様のインフラストラクチャへの偶発的な影響を防ぐため、Amazon Cognito は、最上
位ドメイン (TLD) のカスタムドメインへの使用をサポートしていません。詳細については、「ドメイン
名」を参照してください。

• カスタムドメインのサブドメインを作成する機能。サブドメインとして [auth] を使用することをお勧め
します。たとえば、「auth.example.com」を使用します。

Note

「ワイルドカード証明書」がない場合は、カスタムドメインのサブドメイン用に新しい証明書
の取得が必要な場合があります。

• ACM によって管理されている Secure Sockets Layer (SSL) 証明書。
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Note

証明書をリクエストまたはインポートするには、ACM コンソールで AWS リージョンを米国東
部 (バージニア北部) に変更する必要があります。

• カスタムドメイン名のセットアップ、またはその証明書の更新を行うには、Amazon CloudFront ディス
トリビューションを更新するための許可が必要です。そのためには、次の IAM ポリシーステートメント
を AWS アカウント のユーザーにアタッチします。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
         { 
            "Sid": "AllowCloudFrontUpdateDistribution", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudfront:updateDistribution" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        } 
    ]
}

CloudFront でのアクションの承認の詳細については、「CloudFront でのアイデンティティベースのポリ
シー (IAM ポリシー) の使用」を参照してください。

Amazon Cognito は、最初に IAM アクセス許可を使用して CloudFront ディストリビューションを設定し
ますが、ディストリビューションは AWS によって管理されます。Amazon Cognito がユーザープールに
関連付けた CloudFront ディストリビューションの設定を変更することはできません。例えば、セキュリ
ティポリシーでサポートされている TLS バージョンを更新することはできません。

ステップ 1: カスタムドメイン名を入力する

ドメインは、Amazon Cognito コンソールまたは API を使用することでユーザープールに追加できます。

Amazon Cognito console

Amazon Cognito コンソールからユーザープールにドメインを追加する。

1. Amazon Cognito コンソールにサインインします。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を
入力します。

2. [User pools] (ユーザープール) を選択します。
3. ドメインを追加するユーザープールを選択します。
4. [App integration] (アプリケーションの統合) タブを選択します。
5. [Domain] (ドメイン) の横にある[Actions] (アクション) を選択し、[Create custom domain] (カスタ

ムドメインの作成) を選択します。

Note

ユーザープールドメインを既に構成している場合は、新しいカスタムドメインを作成
する前に、[Delete Cognito domain] (Cognito ドメインの削除) または [Delete custom 
domain] (カスタムドメインの削除) を選択して既存のドメインを削除します。

6. [Custom domain] (カスタムドメイン) には、Amazon Cognito で使用するドメインの URL を入力
します。ドメイン名で使用できるのは、小文字の英文字、数字、およびハイフンのみです。最初
または最後の文字にハイフンを使用しないでください。サブドメイン名は、ピリオドで区切りま
す。
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7. [ACM certificate] (ACM 証明書) には、ドメインに使用する SSL 証明書を選択します。AWS リー
ジョンのユーザープールに関係なく、米国東部 (バージニア北部) の ACM 証明書のみが Amazon 
Cognito カスタムドメインで使用できます。

利用可能な証明書がない場合は、ACM を使用して米国東部 (バージニア北部) にプロビジョニン
グできます。詳細については、AWS Certificate Manager ユーザーガイドの「使用開始」を参照し
てください。

8. [Create] (作成) を選択します。
9. Amazon Cognito は、[App integration] (アプリケーションの統合) タブに戻ります。メッセージ

「Create an alias record in your domain's DNS」(ドメインの DNS にエイリアスレコードを作成
する) が表示されます。コンソールに表示される [Domain] (ドメイン) と [Alias target] (エイリアス
ターゲット) を書き留めます。これらは、次のステップでカスタムドメインにトラフィックを転送
するために使用します。

API

Amazon Cognito API を使用して、ドメインをユーザープールに追加する

• CreateUserPoolDomain アクションを使用します。

ステップ 2: エイリアスターゲットとサブドメインを追加する

このステップでは、ドメイン名サーバー (DNS) サービスプロバイダーを使用して、前のステップのエイリ
アスターゲットを指すエイリアスを設定します。DNS アドレスの解決に Amazon Route 53 を使用してい
る場合は、Route 53 を使用してエイリアスターゲットとサブドメインを追加するセクションを選択しま
す。

エイリアスターゲットおよびサブドメインを現在の DNS 設定に追加する

• DNS アドレス解決に Route 53 を使用していない場合は、DNS サービスプロバイダーの設定ツールを
使用して、前のステップで設定したエイリアスターゲットをドメインの DNS レコードに追加する必
要があります。また、DNS プロバイダーで、カスタムドメインのサブドメインを設定する必要があり
ます。

Route 53 を使用してエイリアスターゲットとサブドメインを追加する

1. Route 53 コンソールにサインインします。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力しま
す。

2. ホストゾーンが Route 53 にない場合は次のステップを使用してホストゾーンを作成する必要があり
ます。それ以外の場合は、ステップ 3 に進みます。

a. [Create Hosted Zone] を選択します。
b. ドメイン名のリストから、カスタムドメイン myapp.auth.example.com の親ドメイン

auth.example.com を入力します。
c. {オプション} [Comment] (コメント) にホストゾーンについてのコメントを入力します。
d. パブリックホストゾーンのホストゾーン [Type] (タイプ) を選択して、パブリッククライアントが

カスタムドメインを解決できるようにします。Private hosted zone (プライベートホストゾーン) 
はサポートされていません。

e. 必要に応じてタグを適用します。
f. [ホストゾーンの作成] を選択します。

Note

また、カスタムドメインの新しいホストゾーンを作成し、親ホストゾーンに委任セッ
トを作成して、サブドメインのホストゾーンにクエリを送信することもできます。こ
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の方法により、ホストゾーンの柔軟性とセキュリティが向上します。詳細については、
「Amazon Route 53 を通してホストされるドメインのサブドメインの作成」をご覧くだ
さい。

3. [ホストゾーン] ページで、ホストゾーンの名前を選択します。
4. [Create record] (レコードを作成) を選択します。Create records (レコードを作成する) を選択し、親

ドメインの DNS レコードを追加します。以下に、ドメイン auth.example.com のレコードの例を
示します。

auth.example.com. 60 IN A 198.51.100.1

Note

Amazon Cognito は、本番ドメインの予想外の乗っ取りから保護するために、カスタムドメ
インの親ドメインで使用する DNS レコードがあることを確認します。親ドメインの DNS レ
コードがない場合、カスタムドメインを設定しようとすると、 Amazon Cognito はエラーを
返します。

5. [Create Record] (レコードの作成) を選択します。
6. カスタムドメインに一致する [レコード名] (レコード名) を入力します。例えば、myapp

は、myapp.auth.example.com のレコードを作成します。
7. 前のステップで書き留めたエイリアスターゲット名を [Alias Target] (エイリアスターゲット) に入力し

ます。
8. Alias (エイリアス) オプションを有効にします。
9. [Route traffic to] (トラフィックのルーティング先) で、[Alias to CloudFront distribution] (CloudFront 

ディストリビューションへのエイリアス) を選択します。カスタムドメインの作成時に、Amazon 
Cognito から提供された [Alias target] (エイリアスターゲット) を入力します。

10. [レコードを作成] を選択します。

Note

新しいレコードがすべての Route 53 の DNS サーバーに伝播されるまでに約 60 秒かかる場
合があります。Route 53 の GetChange API メソッドを使用して、変更が反映されているこ
とが確認できます。

ステップ 3: サインインページを検証する

• カスタムドメインでサインインページが表示できることを確認します。

このアドレスをブラウザに入力して、カスタムドメインとサブドメインでサインインします。以下
は、サブドメイン auth を使用したカスタムドメイン example.com のサンプル URL です。

https://myapp.auth.example.com/login?
response_type=code&client_id=<your_app_client_id>&redirect_uri=<your_callback_url>

カスタムドメインの SSL 証明書を変更する

必要な場合は、Amazon Cognito を使用して、カスタムドメインに適用した証明書を変更することができ
ます。

通常、これは ACM での定期的な証明書更新後には不要です。ACM で既存の証明書を更新するときは、証
明書の ARN がそのまま維持され、カスタムドメインは自動的に新しい証明書を使用します。

ただし、既存の証明書を新しい証明書に置き換える場合は、ACM が新しい証明書に新しい ARN を提供し
ます。新しい証明書をカスタムドメインに適用するには、この ARN を Amazon Cognito に提供する必要が
あります。
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新しい証明書の提供後、Amazon Cognito では、それがカスタムドメインに配布されるまで最大 1 時間か
かります。

開始する前に

Amazon Cognito で証明書を変更する前に、証明書を ACM に追加する必要があります。詳細につ
いては、AWS Certificate Manager ユーザーガイドの「使用開始」を参照してください。
証明書を ACM に追加するときは、AWS リージョンとして米国東部 (バージニア北部) を選択する
必要があります。

証明書は、Amazon Cognito コンソールまたは API を使用して変更できます。

New console

Amazon Cognito コンソールで証明書を更新する

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

2. [User Pools] (ユーザープール) を選択します。
3. 証明書を更新するユーザープールを選択します。
4. [App integration] (アプリケーションの統合) タブを選択します。
5. [Actions] (アクション) 、[Edit ACM certificate] (ACM 証明書の編集) を選択します。
6. カスタムドメインに関連付ける新しい証明書を選択します。
7. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

API

証明書を更新する (Amazon Cognito API)

• UpdateUserPoolDomain アクションを使用します。

組み込みのサインインおよびサインアップウェブペー
ジのカスタマイズ
AWS Management Console、または AWS CLI や API を使用して、組み込みアプリの UI エクスペリエン
スのカスタマイズ設定を指定します。アプリに表示するカスタムのロゴイメージをアップロードできま
す。カスケードスタイルシート (CSS) を使用して UI をカスタマイズすることもできます。

単一のクライアント (clientId) またはすべてのクライアント (clientId を ALL に設定) にアプリ UI の
カスタマイズ設定を指定できます。ALL を指定した場合は、以前に UI のカスタマイズが設定されていな
いすべてのクライアントにデフォルトの設定が使用されます。特定のクライアントに UI のカスタマイズ設
定が指定される場合、ALL 設定にフォールバックされなくなります。

UI のカスタマイズを設定するリクエストのサイズは 135 KB を超えてはなりません。まれに、リクエスト
ヘッダー、CSS ファイル、ロゴの合計が 135 KB を超えることがあります。Amazon Cognito はイメージ
ファイルを Base64 にエンコードします。これにより、100 KB のイメージのサイズが 130 KB に増え、
リクエストヘッダーと CSS 用に 5 KB が残ります。リクエストが大きすぎる場合、AWS Management 
Console または SetUICustomization API request parameters too large リクエストはエラーを
返します。ロゴイメージを 100 KB 以下、CSS ファイルを 3 KB 以下に調整します。CSS とロゴのカスタ
マイズを個別に設定することはできません。

Note

UI をカスタマイズするには、ユーザープールのドメインを設定する必要があります。
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アプリケーションのカスタムロゴを指定する
Amazon Cognito は、ログインエンドポイント (p. 593) の入力フィールドの上の中央にカスタムロゴを配
置します。

ホストされているカスタムの UI ロゴには、350 x 178 ピクセルまで拡大できる PNG、JPG、または JPEG 
ファイルを選択します。ロゴファイルのサイズは 100 KB 以下で、Amazon Cognito が Base64 にエンコー
ドした後は 130 KB 以下にしてください。API で SetUICustomization に ImageFile を設定するには、
ファイルを Base64 でエンコードされたテキスト文字列に変換するか、AWS CLI でファイルパスを指定し
て、Amazon Cognito にエンコードさせます。

アプリケーションの CSS カスタマイズを指定する
ホストされたアプリページの CSS をカスタマイズできます。ただし、以下の制限があります。

• 以下の CSS クラス名を使用できます。
• background-customizable

• banner-customizable

• errorMessage-customizable

• idpButton-customizable

• idpButton-customizable:hover

• inputField-customizable

• inputField-customizable:focus

• label-customizable

• legalText-customizable

• logo-customizable

• submitButton-customizable

• submitButton-customizable:hover

• textDescription-customizable

• プロパティ値は HTML を含めることができます。ただし、@import,@supports,@page, また
は@mediaステートメント、または Javascript の値を除きます。

次の CSS プロパティをカスタマイズできます。

Labels
• [font-weight] は 100 ～ 900 までの 100 の倍数です。

入力フィールド
• [width] は含まれるブロックの幅に対してパーセンテージで表したものです。
• [height] は入力フィールドの高さ (ピクセル (px)) です。
• [color] はテキストの色です。任意の標準 CSS 色値を使用できます。
• [background-color] は、入力フィールドの背景色です。任意の標準 CSS 色値を使用できます。
• [border] は、アプリウィンドウの境界の幅、透明度、色を指定する標準 CSS 値です。幅は 1 px か

ら 100 px までの任意の値を使用できます。透明度は solid または none です。色は任意の標準色値
を使用できます。

テキストの説明
• [padding-top] は、説明欄の上のパディング量です。
• [padding-bottom] は、説明欄の下のパディング量です。
• [display] には block または inline のいずれかを設定できます。
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• [font-size] はテキストの説明のフォントサイズです。
送信ボタン

• [font-size] はボタンテキストのフォントサイズです。
• [font-weight] はボタンテキストのフォントウェイトです。bold、italic、または normal です。
• [margin] はボタンの上下左右のマージンサイズを示す 4 つの値の文字列です。
• [font-size] はテキストの説明のフォントサイズです。
• [width] はボタンテキストのブロックに対する幅 (パーセント) です。
• [height] はボタンの高さ (ピクセル (px)) です。
• [color] はボタンの色です。任意の標準 CSS 色値を使用できます。
• [background-color] は、ボタンの背景色です。任意の標準色値を使用できます。

バナー
• [padding] はバナーの上下左右のパディングサイズを示す 4 つの値の文字列です。
• [background-color] は、バナーの背景色です。任意の標準 CSS 色値を使用できます。

送信ボタンのホバー
• [color] は、ボタンにカーソルを合わせたときのボタンの前景色です。任意の標準 CSS 色値を使用で

きます。
• [background-color] は、ボタンにカーソルを合わせたときのボタンの背景色です。任意の標準 CSS 

色値を使用できます。
ID プロバイダーボタンのホバー

• [color] は、ボタンにカーソルを合わせたときのボタンの前景色です。任意の標準 CSS 色値を使用で
きます。

• [background-color] は、ボタンにカーソルを合わせたときのボタンの背景色です。任意の標準 CSS 
色値を使用できます。

パスワードのチェックが有効ではありません
• [color] は "Password check not valid" メッセージのテキスト色です。任意の標準 CSS 色値

を使用できます。
背景

• [background-color] は、アプリウィンドウの背景色です。任意の標準 CSS 色値を使用できます。
エラーメッセージ

• [margin] は上下左右のマージンサイズを示す 4 つの値の文字列です。
• [padding] はパディングサイズです。
• [font-size] はフォントサイズです。
• [width] はエラーメッセージの幅を含まれるブロックに対するパーセンテージで表したものです。
• [background] は、エラーメッセージの背景色です。任意の標準 CSS 色値を使用できます。
• [border] は境界の幅、透明度、色を指定する 3 つの値の文字列です。
• [color] はエラーメッセージのテキスト色です。任意の標準 CSS 色値を使用できます。
• [box-sizing] は含める必要があるサイズのプロパティ (幅と高さ) をブラウザに指示するために使用さ

れます。
ID プロバイダーボタン

• [height] はボタンの高さ (ピクセル (px)) です。
• [width] はボタンテキストの幅を含まれるブロックに対するパーセンテージで示したものです。
• [text-align] はテキストの整列設定です。left、right または center のいずれかを設定できま

す。
• [margin-bottom] は下側マージンの設定です。
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• [color] はボタンの色です。任意の標準 CSS 色値を使用できます。
• [background-color] は、ボタンの背景色です。任意の標準 CSS 色値を使用できます。
• [border-color] は、ボタンの境界の色です。任意の標準 CSS 色値を使用できます。

ID プロバイダーの説明
• [padding-top] は、説明欄の上のパディング量です。
• [padding-bottom] は、説明欄の下のパディング量です。
• [display] には block または inline のいずれかを設定できます。
• [font-size] は説明のフォントサイズです。

法務関連のテキスト
• [color] はテキストの色です。任意の標準 CSS 色値を使用できます。
• [font-size] はフォントサイズです。

Note

リーガルテキストをカスタマイズする際は、サインインページのソーシャル ID プロバイダー
に表示されるメッセージ「We won't post to any of your accounts without asking first」(最初に
確認せずにアカウントに投稿することはありません) をカスタマイズします。

ロゴ
• [max-width] は最大幅を含まれるブロックに対するパーセンテージで表したものです。
• [max-height] は最大高を含まれるブロックに対するパーセンテージで表したものです。

入力フィールドのフォーカス
• [border-color] は、入力フィールドの色です。任意の標準 CSS 色値を使用できます。
• [outline] は入力フィールドの境界線の幅 (ピクセル) です。

ソーシャルボタン
• [height] はボタンの高さ (ピクセル (px)) です。
• [text-align] はテキストの整列設定です。left、right または center のいずれかを設定できま

す。
• [width] はボタンテキストの幅を含まれるブロックに対するパーセンテージで示したものです。
• [margin-bottom] は下側マージンの設定です。

パスワードのチェックが有効です
• [color] は "Password check valid" メッセージのテキスト色です。任意の標準 CSS 色値を使用

できます。

ユーザープールのアプリケーション UI カスタマイズ設定の指定 
(AWS Management Console)
AWS Management Consoleを使用して、アプリの UI カスタマイズ設定を指定できます。

Note

以下の URL を、ユーザープールの指定を含めて作成し、ブラウザに入力することで、カスタマ
イズが反映されているホストされた UI を表示できます。 https://<your_domain>/login?
response_type=code&client_id=<your_app_client_id>&redirect_uri=<your_callback_url>
変更がコンソールに反映されるまで最大 1 分待ってからブラウザを最新表示にする必要がある場
合があります。
ドメインは、[Domain] (ドメイン) の下の [App integration] (アプリケーション統合) タブに表示さ
れます。アプリケーションクライアント ID およびコールバック URL は [App clients] (アプリケー
ションクライアント) に表示されています。

64



Amazon Cognito デベロッパーガイド
ホストされた UI の使用方法

アプリ UI のカスタマイズ設定を指定する

1. Amazon Cognito コンソールにサインインします。
2. ナビゲーションペインで [User Pools] (ユーザープール) を選択してから、編集するユーザープールを

選択します。
3. [App integration] (アプリケーションの統合) タブを選択します。
4. すべてのアプリケーションクライアントの UI 設定をカスタマイズするには、[Hosted UI 

customization] (ホストされた UI のカスタマイズ) を探し、[Edit] (編集) を選択します。
5. 1 つのアプリケーションクライアントの UI 設定をカスタマイズするには、[App clients] (アプリケー

ションクライアント) を探し、変更したいアプリケーションクライアントを選択します。[Hosted UI 
customization] (ホストされた UI のカスタマイズ) を探し、[Edit] (編集) を選択します。アプリケー
ションクライアントをユーザープールのデフォルトのカスタマイズからクライアント固有のカスタマ
イズに切り替えるには、[Use client-level settings] (クライアントレベルの設定を使用する) を選択しま
す。

6. 独自のロゴイメージファイルをアップロードするには、[Choose file] (ファイルを選択) または
[Replace current file] (現在のファイルを置き換える) を選択します。

7. ホストされた UI CSS をカスタマイズするには、CSS template.css をダウンロードし、テンプレー
トをカスタマイズ値に変更します。ホストされた UI で使用できるのは、テンプレートに含まれる
キーのみです。追加された CSS キーは UI に反映されません。CSS ファイルをカスタマイズした
ら、[Choose file] (ファイルの選択) または [Replace current file] (現在のファイルを置き換える) を選択
し、カスタム CSS ファイルをアップロードします。

ユーザープールのアプリケーション UI カスタマイズ設定の指定 
(AWS CLI および AWS API)
次のコマンドを使用して、ユーザープールのアプリ UI カスタマイズ設定を指定します。

ユーザープールの組み込みアプリ UI の UI カスタマイズ設定を取得するには、次の API オペレー
ションを使用します。

• AWS CLI: aws cognito-idp get-ui-customization
• AWS API:GetUICustomization

ユーザープールの組み込みアプリ UI の UI カスタマイズ設定を設定するには、次の API オペレー
ションを使用します。

• イメージファイルからの AWS CLI: aws cognito-idp set-ui-customization --user-
pool-id <your-user-pool-id> --client-id <your-app-client-id> --image-file 
fileb://"<path-to-logo-image-file>" --css ".label-customizable{ color:
<color>;}"

• Base64 バイナリテキストとしてエンコードされたイメージを含む AWS CLI: aws cognito-idp 
set-ui-customization --user-pool-id <your-user-pool-id> --client-id <your-
app-client-id> --image-file <base64-encoded-image-file> --css ".label-
customizable{ color: <color>;}"

• AWS API:SetUICustomization

ホストされた UI でのサインアップとサインイン
ユーザープールとアプリクライアント用に Amazon Cognito でホストされた UI を設定およびカスタマイズ
すると、アプリはそれをユーザーに提示できます。ホストされた UI は、以下の例を含む複数の Amazon 
Cognito 認証オペレーションをサポートしています。
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• アプリの新しいユーザーとしてのサインアップ
• E メールアドレスおよび電話番号の検証
• 多要素認証 (MFA) のセットアップ
• ネイティブユーザー名とパスワードでのサインイン
• サードパーティーの ID プロバイダー (IdP) でのサインイン
• パスワードのリセット

Amazon Cognito でホストされた UI は、ログインエンドポイント (p. 581) で始まります。サインイン
ページの URL は、ユーザープール用に選択したドメインと、発行したい OAuth 2.0 付与、アプリクライア
ント、アプリへのパス、リクエストしたい OpenID Connect (OIDC) スコープを反映したパラメータの組み
合わせになります。

https://<your user pool domain>/authorize?client_id=<your app client 
 ID>&response_type=<code/token>&scope=<scopes to request>&redirect_uri=<your callback URL>

次の URL は、上記のプレースホルダーフィールドをサンプル値に置き換えます。

https://auth.example.com/authorize? /
client_id=1example23456789 /
&response_type=code /
&scope=aws.cognito.signin.user.admin+email+openid+profile /
&redirect_uri=https%3A%2F%2Faws.amazon.com

Amazon Cognito でホストされた UI のサインインページには、ユーザープールまたはユーザーがリクエス
トしているアプリクライアントに割り当てた任意の ID プロバイダー (IdP) を通してサインインするオプ
ションがあります。また、ユーザープールに新しいユーザーアカウントをサインアップしたり、忘れたパ
スワードをリセットしたりするためのリンクも含まれています。
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トピック
• Amazon Cognito でホストされた UI での新規アカウントのサインアップの方法 (p. 67)
• Amazon Cognito でホストされた UI でサインインする方法 (p. 72)
• Amazon Cognito でホストされた UI を使用してパスワードをリセットする方法 (p. 75)

Amazon Cognito でホストされた UI での新規アカウントのサイ
ンアップの方法
このガイドでは、Amazon Cognito を使用するアプリでユーザーアカウントにサインアップする方法を示
します。

Note

Amazon Cognito でホストされるユーザーインターフェイス (UI) を使用するアプリにサインイン
すると、このガイドに示されている基本設定以外に、アプリ所有者がカスタマイズしたページが
表示される場合があります。

1. アプリの所有者がリストしたサードパーティーのサインインプロバイダーではなく、Amazon Cognito 
からユーザー名とパスワードを使用してサインインする場合は、サインインページから [Sign up] (サ
インアップ) を選択してください。

サインインプロバイダーが Amazon Cognito 以外の場合は、サードパーティープロバイダーのボタン
を選択するとサインアップが完了します。アプリの所有者が選択したオプションによっては、サイ
ンインに使用するプロバイダーを選択できる場合もあれば、ユーザー名とパスワードの入力を求める
メッセージのみが表示される場合もあります。

With multiple sign-in providers
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With only Amazon Cognito as a sign-in provider

2. [Sign up with a new account] (新しいアカウントでサインアップ) ページで、アプリの所有者がサイン
アップに必要な情報を求めます。ユーザー名、E メールアドレス、または電話番号を尋ねる場合があ
ります。必要な情報を入力し、パスワードを選択します。

3. [Confirm your account] (アカウントを確認する) ページでは、アプリの所有者が、指定した E メールア
ドレスや電話番号でメッセージを受信できることを確認するために、アカウントの確認を要求する場
合があります。

E メールまたは SMS テキストメッセージでコードを受信します。フォームにコードを入力して、正
しい連絡先情報を入力したことを確認します。
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4. アプリの所有者は、多要素認証 (MFA) のセットアップを要求する場合があります。MFA メソッドを
選択するように求めるプロンプトが表示される場合や、アプリが次のステップにスキップする場合が
あります。

[Choose a multi-factor authentication (MFA) method] (多要素認証 (MFA) の方法を選択する) ページ
で、MFA メソッドを選択します。[SMS] を選択した場合、MFA パスコードは SMS テキストメッセー
ジで受信されます。[Authenticator app] (認証機能付きアプリケーション) 選択した場合、時間ベースの 
MFA パスコードを生成するためのアプリをデバイスにインストールする必要があります。
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5. Amazon Cognito は、認証機能付きアプリケーションまたは SMS テキストメッセージからのコードの
入力を求めます。受け取ったコードを入力します。

Authenticator app

1. ダウンロードした認証機能付きアプリケーションを開きます。
2. ページ上の QR コードをカメラでスキャンします。カメラを使用するにはアプリの承認が必要

な場合があります。

QR コードをスキャンできない場合は、[Show secret key] (シークレットキーを表示) を選択す
ると、認証機能付きアプリケーションに手動で入力できるコードが表示されます。

3. 認証機能付きアプリケーションは、数秒ごとに変化するコードの表示を開始します。アプリか
ら現在のコードを入力します。

4. (オプション) [Set up authenticator app MFA] (認証機能付きアプリケーション MFA をセット
アップ) ページで、デバイスの名前を選択します。サインインすると、Amazon Cognito は、こ
こで指定した名前のデバイスからのコードをリクエストします。
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SMS text message

1. アプリ所有者が電話番号をまだ収集していない場合、Amazon Cognito は電話番号をリクエス
トします。

[Set up SMS MFA] (SMS MFA のセットアップ) ページで、+ 記号と国コード (例:
+12125551234) を含む電話番号を入力します。
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2. コードが記載された SMS メッセージを受信します。[Set up SMS MFA] (SMS MFA のセッ
トアップ) ページで、コードを入力します。コードが届かず、もう一度やり直したい場合
は、[Send a new code] (新しいコードを送信) を選択します。[Back] (戻る) をクリックして、
新しい電話番号を入力します。

6. 初回にサインアップして詳細を確認すると、このプロセスの完了後に Amazon Cognito がアプリへの
アクセスを許可します。

Amazon Cognito でホストされた UI でサインインする方法
このガイドでは、Amazon Cognito を使用するアプリにサインインする方法について説明します。
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Note

Amazon Cognito でホストされるユーザーインターフェイス (UI) を使用するアプリにサインイン
すると、このガイドに示されている基本設定以外に、アプリ所有者がカスタマイズしたページが
表示される場合があります。

1. アプリの所有者が選択したオプションによっては、サインインに使用するプロバイダーを選択できる
場合もあれば、ユーザー名とパスワードの入力を求めるメッセージのみが表示される場合もありま
す。このページからユーザー名とパスワードを使用してサインインすると、Amazon Cognito がサイ
ンインプロバイダーになります。それ以外の場合は、選択したボタンがサインインプロバイダーとし
て表されます。

ここでプロバイダーを選択するか、ユーザー名とパスワードを入力すると、すぐにアプリにアクセス
できます。Amazon Cognito がサインインプロバイダーの場合、アプリの所有者も多要素認証を要求
する可能性があります。

With multiple sign-in providers
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With only Amazon Cognito as a sign-in provider

2. アプリでサインアップしたときに MFA をセットアップした可能性があります。SMS メッセージで受
信した、または認証機能付きアプリケーションに表示された MFA コードを入力します。

With an authenticator app

With an SMS code

3. サインインして MFA を完了すると、Amazon Cognito はアプリへのアクセスを許可します。
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Amazon Cognito でホストされた UI を使用してパスワードをリ
セットする方法
このガイドでは、Amazon Cognito を使用するアプリでパスワードをリセットする方法について説明しま
す。

Note

Amazon Cognito でホストされたユーザーインターフェイス (UI) を使用するアプリにサインイン
すると、このガイドに示されている基本設定以外に、アプリ所有者がカスタマイズしたページが
表示される場合があります。

1. アプリの所有者が選択したオプションによっては、サインインに使用するプロバイダーを選択できる
場合もあれば、ユーザー名とパスワードの入力を求めるメッセージのみが表示される場合もありま
す。このページからユーザー名とパスワードを使用してサインインすると、Amazon Cognito がサイ
ンインプロバイダーになります。それ以外の場合は、選択したボタンがサインインプロバイダーとし
て表されます。

通常、サインインページからプロバイダーを選択し、パスワードが機能しない場合は、手順に従っ
てプロバイダーのパスワードをリセットします。Amazon Cognito がサインインプロバイダーの場合
は、[Forgot your password?] (パスワードをお忘れですか。) を選択します。

With multiple sign-in providers
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With only Amazon Cognito as a sign-in provider

2. Amazon Cognito では、[Forgot your password?] (パスワードをお忘れですか。) ページでサインイン
に使用する情報の入力が求められます。ユーザー名、E メールアドレス、電話番号です。

3. Amazon Cognito は、コードを E メールメッセージまたは SMS テキストメッセージとして送信しま
す。

受け取ったコードを入力し、表示されたフィールドに新しいパスワードを 2 回入力します。
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4. パスワードを変更したら、サインインページに戻り、新しいパスワードでサインインします。

ユーザープールのリソースサーバーを定義する
ユーザープールのドメインを設定すると、Amazon Cognito は、ユーザーに提示できるサインアップペー
ジとサインインページを備えた、ホストされたウェブ UI を自動的にプロビジョニングします。詳細につい
ては、「ステップ 2。アプリクライアントを追加してホストされた UI を設定する (p. 21)」を参照して
ください。

リソースサーバーとは、OAuth 2.0 API サーバーのことです。アクセス保護されたリソースを保護するた
めに、アプリからのアクセストークンを検証し、API へのアクセスを許可します。トークンの署名に基づ
いて発行者を検証し、トークンの有効期限に基づく有効性を検証し、トークンクレームのスコープに基づ
いてアクセスレベルを検証します。

リソースサーバー API は、データベース内の情報へのアクセスを許可したり、IT リソースを制御したりす
ることができます。Amazon Cognito のアクセストークンは、OAuth 2.0 をサポートする API へのアクセス
を許可できます。Amazon API Gateway REST API には、Amazon Cognito のアクセストークンによる認証
の組み込みサポートがあります。アプリは、API コール内でアクセストークンをリソースサーバーに渡し
ます。アプリはアクセストークンをアクセスリクエストに渡す際に不透明型として渡す必要があります。
リソースサーバーはアクセストークンを検査し、アクセスを付与するかどうかを決定します。

Note

リソースサーバーはトークン内のクレームを処理する前に、アクセストークンの署名と有効期限
を検証する必要があります。ユーザープールトークンの検証と使用の詳細については、AWSブロ
グの「Amazon Cognito ユーザープールと API Gateway の統合」を参照してください。Amazon 
API Gateway は、アクセストークンの検証とリソースの保護に最適なオプションです。API 
Gateway カスタムオーソライザーの詳細については、「API Gateway Lambda オーソライザーを
使用する」を参照してください。

スコープはアプリがリソースにリクエストできるアクセスのレベルです。たとえば、写真用のサーバーリ
ソースがある場合、2 つのスコープを定義することが考えられます。1 つは写真への読み込みアクセスで
あり、1 つは書き込み/削除アクセスです。アプリケーションが API コールを行ってアクセスをリクエスト
しアクセストークンを渡す際、そのトークンには 1 つ以上のスコープが内部に埋め込まれます。

77

https://www.oauth.com/oauth2-servers/the-resource-server/
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/apigateway-integrate-with-cognito.html
http://aws.amazon.com/blogs/mobile/integrating-amazon-cognito-user-pools-with-api-gateway/
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/apigateway-use-lambda-authorizer.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/apigateway-use-lambda-authorizer.html


Amazon Cognito デベロッパーガイド
リソースサーバーを定義する

概要

Amazon Cognito を使用すると、アプリの開発者は独自の OAuth2.0 リソースサーバーを作成し、それらに
カスタムスコープを関連付けることができます。カスタムスコープをアプリのクライアントに関連付ける
と、アプリは OAuth2.0 認証コード付与、暗黙的付与、クライアント認証情報付与でそれらのスコープを
トークンエンドポイント (p. 587) からリクエストできます。Amazon Cognito は、アクセストークンの
scope クレームでカスタムスコープを渡します。クライアントはサーバーリソースに対してアクセストー
クンを使用して、トークンに存在するスコープに基づいて承認を判断できます。アクセストークンスコー
プの詳細については、「ユーザープールのトークンの使用 (p. 214)」を参照してください。

カスタムスコープでアクセストークンを取得するには、アプリは認証コードを引き換えるか、クライアン
ト認証情報の付与をリクエストするために、トークンエンドポイント (p. 587) にリクエストを行う必要
があります。ホストされた UI では、暗黙的付与からアクセストークンのカスタムスコープをリクエストす
ることもできます。

Note

これらはヒューマンインタラクティブ認証用に設計されているため、InitiateAuth および
AdminInitiateAuth リクエストはカスタムスコープを含まないアクセストークンを生成します。

リソースサーバーおよびカスタムスコープの管理

リソースを作成するときに、リソースサーバー名とリソースサーバー識別子を指定する必要があります。
リソースサーバーに作成したスコープごとに、スコープ名と説明を指定する必要があります。

例:

• Name: リソースサーバーのわかりやすい名前 (Weather API や Photo API など)。
• Identifier: リソースサーバーの一意の識別子。これは、リソースサーバーが存在する HTTPS エンド

ポイントにすることもできます。例えば、https://my-weather-api.example.com などです。
• Scope Name: スコープ名。例えば、weather.read などです。
• Scope Description: スコープの簡単な説明。例えば、Retrieve weather information です。

クライアントアプリが OAuth2.0 フローのいずれかでカスタムスコープをリクエストする場合、スコー
プの完全識別子 (resourceServerIdentifier/scopeName) をリクエストする必要があります。
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たとえば、リソースサーバー識別子が https://myphotosapi.example.com でありスコープ名が
photos.read である場合、クライアントアプリは実行時に https://myphotosapi.example.com/
photos.read をリクエストする必要があります。

スコープをリソースサーバーから削除しても、すべのクライアントとの関連付けは削除されません。代わ
りにスコープは非アクティブになります。クライアントアプリケーションの実行時に削除されたスコープ
をリクエストすると、スコープは無視されアクセストークンには含まれません。スコープが後で再度追加
されると、再度アクセストークンに含まれるようになります。

スコープがクライアントから削除されると、クライアントとスコープ間の関連付けが削除されます。クラ
イアントの実行時に許可されていないスコープがリクエストされるとエラーが発生し、アクセストークン
は発行されません。

AWS Management Console、API、または CLI を使用して、ユーザープールのリソースサーバーとスコー
プを定義できます。

ユーザープールのリソースサーバーを定義する (AWS 
Management Console)
AWS Management Consoleを使用して、ユーザープールのリソースサーバーを定義できます。

リソースサーバーを定義する

1. Amazon Cognito コンソールにサインインします。
2. ナビゲーションペインで [User Pools] (ユーザープール) を選択してから、編集するユーザープールを

選択します。
3. [App integration] (アプリケーションの統合) タブを開き、検索する [Resource servers] (リソースサー

バー) を検索します。
4. [Create a resource server] (リソースサーバーの作成) を選択します。
5. [Resource server name] (リソースサーバー名) を入力します。例えば、Photo Server です。
6. [Resource server identifier] (リソースサーバー識別子) を入力します。例え

ば、com.example.photos です。
7. リソースの [Custom scopes] (カスタムスコープ) (例: read および write ) を入力します。
8. [Scope name] (スコープ名) ごとに [Description] (説明) (例: view your photos および update 

your photos) を入力します。
9. [Create] (作成) を選択します。

カスタムスコープは、[Custom scopes] (カスタムスコープ) 列にある、[Resource servers] (リソース
サーバー) の [App integration] (アプリケーションの統合) タブで確認できます。カスタムスコープは、
アプリケーションクライアントに対して [App integration] (アプリケーションクライアント) タブの下に
ある [App integration] (アプリケーションの統合) で有効にできます。アプリケーションクライアントを
選択し、[Hosted UI settings] (ホストされた UI の設定) を検索して [Edit] (編集) を選択します。[Custom 
scopes] (カスタムスコープ) を追加し、[Save changes] (変更の保存) を選択します。

ユーザープールのリソースサーバーを定義する (AWS CLI および 
AWS API)
次のコマンドを使用して、ユーザープールのリソースサーバー設定を指定します。

リソースサーバーを作成する

• AWS CLI: aws cognito-idp create-resource-server
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• AWS API: CreateResourceServer

リソースサーバーの設定に関する情報を取得する

• AWS CLI: aws cognito-idp describe-resource-server
• AWS API: DescribeResourceServer

ユーザープールのすべてのリソースサーバーに関する情報を一覧表示する

• AWS CLI: aws cognito-idp list-resource-servers
• AWS API: ListResourceServers

リソースサーバーを削除する

• AWS CLI: aws cognito-idp delete-resource-server
• AWS API: DeleteResourceServer

リソースサーバーの設定を更新する

• AWS CLI: aws cognito-idp update-resource-server
• AWS API: UpdateResourceServer

サードパーティー経由のユーザープールへのサイン
インの追加

アプリユーザーは、ユーザープール経由で直接サインインする、またはサードパーティー
の ID プロバイダー (IdP) 経由でフェデレートすることができます。ユーザープール
は、Facebook、Google、Amazon、Apple 経由のソーシャルサインイン、および OpenID Connect (OIDC) 
と SAML IdP から返されるトークンの処理のオーバーヘッドを管理します。組み込みの Hosted Web UI で
は、Amazon Cognito がすべての認証済みユーザーに関するトークンの処理と管理を提供します。このよ
うに、バックエンドシステムは 1 セットのユーザープールトークンで標準化できます。

Amazon Cognito ユーザープールでのフェデレーショ
ンサインインの仕組み
サードパーティー (フェデレーション) 経由のサインインは、Amazon Cognito のユーザープールで使用で
きます。この機能は、Amazon Cognito ID プール (フェデレーティッド ID) 経由のフェデレーションとは無
関係です。

Amazon Cognito はユーザーディレクトリであり、OAuth 2.0 ID プロバイダー (IdP) です。Amazon 
Cognito ディレクトリにネイティブユーザーをサインインさせると、ユーザープールがアプリの IdP にな
ります。ネイティブユーザーとは、サインアップするか、管理者がユーザープールで直接作成したユー
ザーのことです。
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Amazon Cognito をソーシャル、SAML、または OpenID Connect (OIDC) IdP に接続すると、ユーザー
プールは複数のサービスプロバイダーとアプリ間のブリッジとして機能します。IdP にとって、Amazon 
Cognito はサービスプロバイダー (SP) です。IdP は、OIDC ID トークンまたは SAML アサーションを 
Amazon Cognito に渡します。Amazon Cognito は、トークンまたはアサーション内のユーザーに関するク
レームを読み取り、それらのクレームをユーザープールディレクトリ内の新しいユーザープロファイルに
マッピングします。

Amazon Cognito は、フェデレーションユーザーのユーザープロファイルを独自のディレクトリに作成
します。Amazon Cognito は、IdP からのクレームと、OIDC およびソーシャル ID プロバイダーの場合
は、IdP によるパブリック userinfo エンドポイントに基づいて、ユーザーに属性を追加します。マッピ
ングされた IdP 属性が変更されると、ユーザーの属性はユーザープール内で変化します。さらに、IdP の
属性から独立した属性を追加することもできます。

Amazon Cognito がフェデレーションユーザーのプロファイルを作成すると、その機能が変更され、SP と
なったアプリに IdP として表示されます。Amazon Cognito は OIDC と OAuth 2.0 IdP の組み合わせです。
アクセストークン、ID トークン、およびリフレッシュトークンを生成します。トークンの詳細について
は、ユーザープールでのトークンの使用 (p. 214) を参照してください。

フェデレーションまたはネイティブを問わず、ユーザーを認証して承認するために、Amazon Cognito と
統合するアプリを設計する必要があります。

Amazon Cognito SP としてのアプリの責任

トークンの情報を検証して処理する

ほとんどのシナリオでは、Amazon Cognito は認証されたユーザーを、認証コードを追加したアプリ
の URL にリダイレクトします。アプリは、アクセス、ID、およびリフレッシュの各トークンとこの
コードを交換します。そして、トークンの有効性を確認し、トークン内のクレームに基づいて、ユー
ザーに情報を提供する必要があります。

Amazon Cognito API リクエストによる認証イベントへの応答

アプリは、Amazon Cognito ユーザープール API と認証 API エンドポイントと統合する必要がありま
す。認証 API は、ユーザーのサインインとサインアウトを行い、トークンを管理します。ユーザー
プール API には、ユーザープール、ユーザー、および認証環境のセキュリティを管理するさまざまな
オペレーションがあります。アプリは。Amazon Cognito からの応答を受信したときに次に何をすべ
きかを知っている必要があります。

Amazon Cognito ユーザープールサードパーティーサインインについて知っておくべきこと

• フェデレーションプロバイダーでユーザーにサインインさせたい場合は、ドメインを選択する必要があ
ります。これにより、Amazon Cognito でホストされた UI と ホストされた UI および OIDC エンドポイ
ント が設定されます。詳細については、「ホストされた UI への独自のドメインの使用 (p. 57)」を参
照してください。

• InitiateAuth や AdminInitiateAuth のような API オペレーションを使用してフェデレーションユーザーで
サインインすることはできません。フェデレーションユーザーは、ログインエンドポイント (p. 593)
または 認可エンドポイント (p. 581) でのみサインインできます。

• 認可エンドポイント (p. 581) はリダイレクションエンドポイントです。リクエストに
idp_identifier または identity_provider パラメータを指定すると、ホストされている UI をバ
イパスして、表示なしで IdP にリダイレクトされます。それ以外の場合は、ホストされている UI ログ
インエンドポイント (p. 593) にリダイレクトされます。例については、「エンタープライズダッシュ
ボードで Amazon Cognito アプリケーションをブックマークする (p. 99)」を参照してください。

• ホストされた UI がセッションをフェデレーション IdP にリダイレクトすると、Amazon Cognito は、リ
クエストに user-agentヘッダーAmazon/Cognito を含めます。

• Amazon Cognito は、フェデレーションユーザープロファイルの username 属性を、固定識別子
と IdP の名前の組み合わせから派生します。カスタム要件に一致するユーザー名を生成するに
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は、preferred_username 属性へのマッピングを作成します。詳細については、「マッピングについ
て知っておくべきこと (p. 106)」を参照してください。

例: MyIDP_bob@example.com
• Amazon Cognito は、フェデレーションユーザーの ID に関する情報を属性および identities と呼ば

れる ID トークン内のクレームに記録します。このクレームには、ユーザーのプロバイダーと、プロバ
イダーからの一意の ID が含まれます。ユーザープロファイル内の identities 属性を直接変更するこ
とはできません。フェデレーションユーザーをリンクする方法の詳細については、「フェデレーション
ユーザーを既存のユーザープロファイルにリンクする (p. 109)」を参照してください。

• UpdateIdentityProvider API リクエストで IdP を更新する場合、変更がホスト UI に反映されるまでに最
長で 1 分かかることがあります。

• Amazon Cognito は、自身と IdP との間で最大 20 の HTTP リダイレクトをサポートします。

トピック
• ユーザープールへのソーシャル ID プロバイダーの追加 (p. 82)
• ユーザープールへの SAML ID プロバイダーの追加 (p. 88)
• ユーザープールへの OIDC ID プロバイダーの追加 (p. 100)
• ユーザープールの ID プロバイダー属性マッピングを指定する (p. 106)
• フェデレーションユーザーを既存のユーザープロファイルにリンクする (p. 109)

ユーザープールへのソーシャル ID プロバイダーの追
加
ウェブおよびモバイルアプリのユーザーは、Facebook、Google、Amazon、Apple などのソーシャル ID 
プロバイダー (IdP) 経由でサインインできます。組み込みの Hosted Web UI では、Amazon Cognito がす
べての認証済みユーザーに関するトークンの処理と管理を提供します。このように、バックエンドシステ
ムは 1 セットのユーザープールトークンで標準化できます。サポートされているソーシャル ID プロバイ
ダーと統合するには、ホストされた UI を有効にする必要があります。Amazon Cognito がホストされた UI 
を構築すると、Amazon Cognito、OIDC およびソーシャル IdPs が情報の交換に使用する OAuth 2.0 エン
ドポイントが作成されます。詳細については、Amazon Cognito API リファレンスを参照してください。

AWS Management Console にソーシャル IdP を追加するか、AWS CLI または Amazon Cognito API を使
用することができます。

Note

サードパーティー (フェデレーション) 経由のサインインは、Amazon Cognito のユーザープール
で使用できます。この機能は、Amazon Cognito ID プール (フェデレーティッド ID) 経由のフェデ
レーションとは無関係です。

トピック
• 前提条件 (p. 83)
• ステップ 1: ソーシャル IdP に登録する (p. 83)
• ステップ 2: ユーザープールにソーシャル IdP を追加する (p. 86)
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• ステップ 3: ソーシャル IdP の設定をテストする (p. 88)

前提条件
開始するには、以下が必要です。

• アプリケーションクライアントとユーザープールドメインを使用するユーザープール。詳細について
は、「ユーザープールの作成」を参照してください。

• ソーシャル IdP。

ステップ 1: ソーシャル IdP に登録する
Amazon Cognito でソーシャル IdP を作成する前に、アプリケーションをソーシャル IdP に登録して、ク
ライアント ID とクライアントシークレットを取得する必要があります。

アプリケーションを Facebook に登録する

1. Facebook の開発者アカウントを作成します。
2. Facebook 認証情報を使用してサインインします。
3. [My Apps] (マイアプリ) メニューから、[新しいアプリを作成] (新しいアプリを作成) を選択します。
4. Facebook アプリケーションの名前を入力し、[Create App ID] (アプリケーション ID の作成) を選択し

ます。
5. 左のナビゲーションバーで、[設定]、[ベーシック] の順に選択します。
6. [App ID] (アプリ ID)] と [App Secret (アプリシークレット) を書き留めます。これらは次のセクション

で使用します。
7. ページの下部で、[+ プラットフォームを追加] を選択します。
8. [Website] (ウェブサイト) を選択します。
9. [Website] (ウェブサイト) で、アプリケーションのサインインページへのパスを [Site URL] (サイト 

URL) に入力します。

https://<your_user_pool_domain>/login?
response_type=code&client_id=<your_client_id>&redirect_uri=https://www.example.com

10. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。
11. ユーザープールドメインのルートへのパスを [App Domains] (アプリケーションドメイン) に入力しま

す。

https://<your-user-pool-domain>

12. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。
13. ナビゲーションバーで [Add Product] (プロダクトの追加) を選択し、[Facebook Login] (Facebook ログ

イン) の [Set up] (設定) を選択します。
14. ナビゲーションバーで [Facebook ログイン]、[設定] の順に選択します。

ユーザープールドメインの /oauth2/idpresponse エンドポイントへのパスを [Valid OAuth 
Redirect URIs] (有効な OAuth リダイレクト URI) に入力します。

https://<your-user-pool-domain>/oauth2/idpresponse

15. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。
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アプリケーションを Amazon に登録する

1. Amazon の開発者アカウントを作成します。
2. Amazon 認証情報を使用してサインインします。
3. Amazon クライアント ID およびクライアントシークレットを受け取るには、Amazon セキュリティプ

ロファイルを作成する必要があります。

ページの上部にあるナビゲーションバーで [Apps and Services (アプリとサービス)] を選択し、[Login 
with Amazon] を選択します。

4. [Create a New Security Profile (新しいセキュリティプロファイルの作成)] を選択します。
5. [Security Profile Name] (セキュリティプロファイル名)、[Security Profile Description] (セキュリティプ

ロファイルの説明)、[Consent Privacy Notice URL] (プライバシー規約 URL の同意) に入力します。
6. [Save (保存)] を選択します。
7. [クライアント ID] および [クライアントシークレット] を選択して、クライアント ID およびシーク

レットを表示します。これらは次のセクションで使用します。
8. 歯車アイコンにマウスカーソルを合わせ、[Web Settings] (ウェブ設定)、[Edit] (編集) の順に選択しま

す。
9. [Allowed Origins] (許可されたオリジン) にユーザープールのドメインを入力します。

https://<your-user-pool-domain>

10. /oauth2/idpresponse エンドポイントを使用するユーザープールドメインを [Allowed Return 
URLs] (許可されたリターン URL) に入力します。

https://<your-user-pool-domain>/oauth2/idpresponse

11. [Save (保存)] を選択します。

アプリケーションを Google に登録する

Google Cloud プラットフォームの OAuth 2.0 の詳細については、「Google Workspace for Developers」
(Google Workspace デベロッパーガイド) ドキュメントの「Learn about authentication & authorization」
(認証と認可について学ぶ) を参照してください。

1. Google の開発者アカウントを作成します。
2. Google Cloud Platform コンソールにサインインします。
3. 上部のナビゲーションバーから、[Select a project] (プロジェクトの選択) を選択します。Google プ

ラットフォームにプロジェクトが既にある場合は、このメニューには代わりにデフォルトのプロジェ
クトが表示されます。

4. [NEW PROJECT] (新しいプロジェクト) を選択します。
5. 製品の名前を入力し、[CREATE] (作成) を選択します。
6. 左のナビゲーションバーで、[APIs and Services] (API とサービス) を選択し、[Oauth consent screen]

(OAuth 同意画面) を選択します。
7. アプリ情報、[App domain] (アプリドメイン)、[Authorized domains] (承認済みドメイン)、[Developer 

contact information] (開発者の連絡先情報) を入力します。[Authorized domains] (承認済みドメイン) に
は、amazoncognito.com とカスタムドメインのルート (例: example.com) を含める必要がありま
す。[SAVE AND CONTINUE] (保存して続行) を選択します。

8. 1. [Scopes] (スコープ) で、[Add or remove scopes] (スコープの追加または削除) を選択し、少なくと
も、次の OAuth スコープを選択します。

1. .../auth/userinfo.email
2. .../auth/userinfo.profile
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3. openid
9. [Test users] (テストユーザー) で、[Add users] (ユーザーの追加) を選択します。E メールアドレスお

よびその他の承認済みテストユーザーを入力して、[SAVE AND CONTINUE] (保存して続行) を選択し
ます。

10. 左のナビゲーションバーを再度展開し、[APIs and Services] (API とサービス) を選択し
て、[Credentials] (認証情報) を選択します。

11. [CREATE CREDENTIALS] (認証情報の作成)、[OAuth client ID] (OAuth クライアント ID) の順に選択
します。

12. [Application type] (アプリケーションタイプ) を選択し、クライアントに [Name] (名前) を入力します。
13. [Authorized JavaScript origins] (承認済みの JavaScript 生成元) で、[ADD URI] (URI の追加) を選択し

ます。ユーザープールのドメインを入力します。

https://<your-user-pool-domain>

14. [Authorized redirect URIs] (承認済みのリダイレクト URI) で、[ADD URI] (URI の追加) を選択します。
ユーザープールのドメインの /oauth2/idpresponse エンドポイントへのパスを入力します。

https://<your-user-pool-domain>/oauth2/idpresponse

15. [CREATE] (作成) を選択します。
16. [Your client ID] (クライアント ID) と [Your client secret] (クライアントシークレット) の下に Google が

表示する値を安全に保存します。Google IdP を追加するときに、Amazon Cognito にこれらの値を指
定します。

アプリケーションを Apple に登録する

「Apple でサインイン」を設定する方法についての詳細は、Apple 開発者ドキュメントの「Configuring 
Your Environment for Sign in with Apple」(Apple でサインインするための環境を設定する) を参照してくだ
さい。

1. Apple の開発者アカウントを作成します。
2. Apple 認証情報を使用してサインインします。
3. 左のナビゲーションバーで、[Certificates, Identifiers & Profiles] (証明書、ID & プロファイル) を選択し

ます。
4. 左のナビゲーションペインで、[Identifiers] (識別子) を選択します。
5. [Identifiers] (識別子) ページで、[+] アイコンを選択します。
6. [Register a New Identifier] (新しい識別子の登録) ページで、[App IDs] (アプリ ID)、[Continue] (続行) 

の順に選択します。
7. [Select a type] (種類の選択) ページで、[App] (アプリ) を選択し、[Continue] (続行) を選択します。
8. [Register an App ID] ページで、次の操作を行います。

1. [Description] (説明) で、説明を入力します。
2. [App ID Prefix] (アプリ ID プレフィックス) に、[Bundle ID] (バンドル ID) を入力します。[App ID 

Prefix] (アプリケーション ID プレフィックス) にある値を書き留めておきます。この値は、ステッ
プ 2: ユーザープールにソーシャル IdP を追加する (p. 86) で Apple を ID プロバイダーとして選
択した後で使用します。

3. [Capabilities]  (機能) で、[Sign In with Apple] (Apple でサインイン) を選択してから [Edit] (編集) を
選択します。

4. [Sign in with Apple: App ID Configuration] (Apple でサインイン: アプリ ID の設定) ページで、アプ
リをプライマリとして設定するか、他のアプリ ID とグループ化するかを選択し、次に [Save] (保
存) を選択します。

5. [Continue] (続行) をクリックします。
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9. [Confirm your App ID] ページで、[登録] を選択します。
10. [Identifiers] (識別子) ページで、[+] アイコンを選択します。
11. [Register a New Identifier] (新しい識別子の登録) ページで、[Services IDs] (サービス ID)、[Continue]

(続行) の順に選択します。
12. [Register a Services ID] ページで、次の操作を行います。

1. [説明] に、説明を入力します。
2. [Identifier] に、識別子を入力します。このサービス ID をメモしておきます。この値は、ステップ 2: 

ユーザープールにソーシャル IdP を追加する (p. 86) で Apple を ID プロバイダーとして選択し
た後で必要になります。

3. [Continue] (続行) を選択し、[Register] (登録) を選択します。
13. [Identifiers] (識別子) ページから、先ほど作成した [Services ID] (サービス ID) を選択します。

1. [Sign In with Apple] (Apple でサインイン) を選択後、[Configure] (設定) を選択します。
2. [Web Authentication Configuration] (ウェブ認証の設定) ページで、[Primary App ID] (プライマリア

プリ ID) として前に作成したアプリ ID を選択します。
3. [Website URLs] (ウェブサイトの URL) の横の [+] アイコンを選択します。
4. [Domains and subdomains] (ドメインとサブドメイン) で、https:// プレフィックスなしでユー

ザープールのドメインを入力します。

<your-user-pool-domain>

5. [Return URLs] (URL を返す) で、ユーザープールのドメインの /oauth2/idpresponse エンドポ
イントへのパスを入力します。

https://<your-user-pool-domain>/oauth2/idpresponse

6. [Next] (次へ) を選択し、[Done] (完了) を選択します。ドメインを検証する必要はありません。
7. [Continue] (続行) を選択し、次に [Save] (保存) を選択します。

14. 左のナビゲーションペインで [Keys] (キー) を選択します。
15. [Keys (キー)] ページで、[+] アイコンを選択します。
16. [Register a New Key] ページで、次の操作を行います。

1. [Key Name] (キー名) に、キー名を入力します。
2. [Sign In with Apple] (Apple でサインイン) を選択後、[Configure] (設定) を選択します。
3. [Configure Key] (キーの設定) ページで、プライマリアプリ ID として前に作成したアプリ ID を選択

します。[Save (保存)] を選択します。
4. [Continue] (続行) を選択し、[Register] (登録) を選択します。

17. [Download Your Key] (鍵のダウンロード) ページで、[Download] (ダウンロード) をクリックしてプラ
イベートキーをダウンロードしてから、表示される [Key ID] (キー ID) を書き留め、[Done] (完了) を選
択します。このプライベートキーと、このページに表示されている [Key ID] (キー ID) の値は、ステッ
プ 2: ユーザープールにソーシャル IdP を追加する (p. 86) で Apple を ID プロバイダーとして選択
した後で必要になります。

ステップ 2: ユーザープールにソーシャル IdP を追加する
AWS Management Console でユーザープールのソーシャル IdP を設定するには

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力しま
す。

2. [User Pools] (ユーザープール) を選択します。
3. リストから既存のユーザープールを選択するか、ユーザープールを作成します。
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4. [Sign-in experience] (サインインエクスペリエンス) タブを選択します。[Federated sign-in] (フェデ
レーションサインイン) を探し、[Add an identity provider] (ID プロバイダーを追加する) を選択しま
す。

5. ソーシャル IdP ([Facebook]、[Google]、[Login with Amazon]、[Sign in with Apple]) を選択します。
6. ソーシャル IdP の選択に基づいて、次のステップから選択します。

• Google と Login with Amazon (Amazon でのログイン) — 前のセクションで生成された [app client 
ID] (アプリケーションクライアント ID) と [app client secret] (アプリケーションクライアントシーク
レット) を入力します。

• Facebook — 前のセクションで生成された [app client ID] (アプリケーションクライアント ID) と
[app client secret] (アプリケーションクライアントシークレット) を入力し、API バージョン (例え
ば、バージョン 2.12) を選択します。Facebook API の各バージョンにはライフサイクルとサポート
終了日があるため、可能な限り最新のバージョンを選択することをお勧めします。Facebook のス
コープと属性は API バージョンによって異なる場合があります。Facebook でソーシャル ID ログイ
ンをテストして、フェデレーションが意図したとおりに機能することを確認することをお勧めしま
す。

• Sign In with Apple (Apple でのサインイン) — 以前のセクションで作成された [Services ID] (サービ
ス ID)、[Team ID] (チーム ID)、[Key ID] (キー ID) および [private key] プライベートキーを入力しま
す。

7. 使用したい [Authorized scopes] (承認するスコープ) の名前を入力します。スコープは、アプリでアク
セスするユーザー属性 (name や email など) を定義します。Facebook の場合は、コンマで区切る必
要があります。Google および Login with Amazon の場合は、スペースで区切って指定します。Sign in 
with Apple の場合は、アクセスするスコープのチェックボックスをオンにします。

ソーシャル ID プロバイダー スコープ例

Facebook public_profile, email

Google profile email openid

Login with Amazon profile postal_code

Apple でのサインイン email name

アプリケーションユーザーは、これらの属性をアプリケーションに提供することに同意するよう求め
られます。ソーシャルプロバイダーのスコープの詳細については、Google、Facebook、Login with 
Amazon、および Sign in with Apple のドキュメントを参照してください。

以下は、Sign in with Apple の場合にスコープが返らない可能性があるユーザーシナリオです。

• エンドユーザーが Apple のサインインページを離れるとエラーが発生する (Amazon Cognito の内部
障害またはデベロッパーが記述したプログラムが原因である可能性があります)

• サービス ID 識別子がユーザープールや他の認証サービス全体で使用されている
• エンドユーザーが以前にサインインしてから、デベロッパーによってさらにスコープが追加されて

いる (新しい情報は取得されません)
• デベロッパーによって削除されたユーザーが Apple ID プロファイルからアプリを削除せずに再度サ

インインしている
8. IdP からユーザープールに属性をマッピングします。詳細は、「ユーザープール用 ID プロバイダー属

性マッピングの特定」を参照してください。
9. [Create] (作成) を選択します。
10. [App client integration] (アプリケーションクライアント統合) タブから、[App clients] (アプリケーショ

ンクライアント) のリストより 1 つ選択して、[Edit hosted UI settings] (ホストされた UI 設定の編集) 
をクリックします。[Identity providers] (ID プロバイダー) で、新しいソーシャル IdP をアプリクライ
アントに追加します。
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11. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

ステップ 3: ソーシャル IdP の設定をテストする
前の 2 つのセクションの要素を使用してログイン URL を作成できます。この URL を使用してソーシャル 
IdP の設定をテストします。

https://<your_user_pool_domain>/login?
response_type=code&client_id=<your_client_id>&redirect_uri=https://www.example.com

ドメインは、コンソールにあるユーザープールの [ドメイン名] ページで確認できます。クライアント ID 
は [アプリクライアントの設定] ページにあります。redirect_uri パラメータのコールバック URL を使用し
ます。これは、ユーザーが認証に成功した後でリダイレクトされるページの URL です。

Note

Amazon Cognito は 5 分以内に完了しない認証リクエストをキャンセルし、ホストされた UI に
ユーザーをリダイレクトします。ページには、Something went wrong というエラーメッセー
ジが表示されます。

ユーザープールへの SAML ID プロバイダーの追加
ウェブおよびモバイルアプリケーションのユーザーに対して、Microsoft Active Directory フェデレーション
サービス (ADFS) や Shibboleth などの SAML ID プロバイダー (IdP) を通じてサインインすることを許可で
きます。SAML 2.0 標準をサポートする SAML IdP を選択します。

組み込みの Hosted Web UI では、Amazon Cognito がすべての認証済みユーザーに関するトークンの処理
と管理を提供します。このように、バックエンドシステムは 1 セットのユーザープールトークンで標準化
できます。AWS CLI または Amazon Cognito API コールで AWS Management Console 内の SAML IdP を
作成および管理できます。コンソールの使用を開始するには、「AWS Management Consoleで SAML ベー
スの ID プロバイダーを介したサインインをユーザープールに追加する」を参照してください。
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Note

サードパーティー (フェデレーション) 経由のサインインは、Amazon Cognito のユーザープール
で使用できます。この機能は、Amazon Cognito ID プール (フェデレーティッド ID) 経由のフェデ
レーションとは無関係です。

SAML IdP を更新し、これをサポートするようにユーザープールを設定する必要があります。ユーザー
プールを SAML 2.0 IdP の証明書利用者またはアプリケーションとして追加する方法については、SAML 
IdP のドキュメントを参照してください。

Amazon Cognito ユーザープールは、POST バインドエンドポイントで SAML 2.0 フェデレーションを
サポートします。これにより、ユーザープールがユーザーエージェント経由で IdP から直接 SAML レス
ポンスを受信するため、アプリケーションで SAML アサーションレスポンスを受信して解析する必要が
なくなります。ユーザープールはアプリケーションのためのサービスプロバイダー (SP) として機能しま
す。Amazon Cognito は、SAML V2.0 Technical Overview のセクション 5.1.2 で説明されている、SP に
よって開始されるシングルサインオン (SSO) をサポートしています。
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Amazon Cognito ユーザープールの SAML IdP について知っておくべきこと

1. Amazon Cognito と SAML IdP は、セッション情報を relayState パラメータで管理します。
a. Amazon Cognito は、80 バイトを超える relayState 値をサポートします。SAML 仕様で

は、relayState の値は「長さが 80 バイトを超えてはならない」と規定されていますが、現
在の業界の慣行はこの動作から外れていることがよくあります。その結果、80 バイトを超える
relayState 値を拒否すると、多くの標準的な SAML プロバイダーの統合は壊れます。

b. RelayState トークンは、Amazon Cognito が管理する状態情報への不透明な参照です。Amazon 
Cognito は relayState パラメータの内容を保証しません。その内容を解析してアプリケーション
でその結果に依存することは避けてください。詳細については、「SAML 2.0 の仕様」を参照してく
ださい。

2. SAML ID プロバイダーは、アサーションコンシューマーエンドポイントを設定することを要求しま
す。IdP は、SAML アサーションを使用して、このエンドポイントにユーザーをリダイレクトしま
す。SAML ID プロバイダーの SAML 2.0 POST バインド用に、ユーザープールドメインで次のエンド
ポイントを設定します。ユーザープールの <yourDomainPrefix> と <Region> の値は、Amazon 
Cognito コンソールの [アプリの統合] タブで確認できます。

ユーザープールドメインの詳細については、「ユーザープールのドメインを設定する (p. 55)」を参
照してください。

https://Your user pool domain/saml2/idpresponse
With an Amazon Cognito domain:
https://<yourDomainPrefix>.auth.<region>.amazoncognito.com/saml2/idpresponse
With a custom domain:
https://Your custom domain/saml2/idpresponse

a. Amazon Cognito の saml2/idpresponse エンドポイントは、暗号化された SAML アサーションを
受け入れません。

b. Amazon Cognito saml2/idpresponse エンドポイントに対して SAML アサーションを繰り返した
り、再生したりすることはできません。SAML アサーションを作成すると、そのアサーション ID は
以前の IdP レスポンスの ID と重複します。

3. SAML IdP によっては、オーディエンス URI や SP エンティティ ID とも呼ばれる、サービスプロバイ
ダー (SP) urn も指定する必要があります。ユーザープールのオーディエンス URI の形式は次のとおり
です。

urn:amazon:cognito:sp:<yourUserPoolID>

<yourUserPoolID> の値は、Amazon Cognito コンソールの [ユーザープールの概要] で確認できま
す。

4. ユーザープールで必須として設定した属性の値を入力するように SAML IdP を設定します。例え
ば、email はユーザープールの一般的な必須属性です。ユーザーがサインインする前に、ユーザー
プール属性 email にマッピングするクレームを SAML IdP アサーションに含める必要があります。
属性のマッピングの詳細については、「ユーザープールの ID プロバイダー属性マッピングを指定す
る (p. 106)」を参照してください。

5. 認可エンドポイント (p. 581) がユーザーを IdP サインインページにリダイレクトすると、Amazon 
Cognito は HTTP GET リクエストの URL パラメータに SAML リクエストを含めます。SAML リ
クエストには、ユーザープールと saml2/idpresponse エンドポイントに関する情報が含まれま
す。Amazon Cognito は SAML リクエストに署名しません。

6. Amazon Cognito は、ユーザーが IdP のログアウトエンドポイントに渡すログアウトリクエストに暗
号化署名を適用します。これらのログアウトリクエストとの信頼を確立するには、ユーザープールの 
SAML 2.0 署名証明書のコピーを IdP に提供できます。Amazon Cognito コンソールの [サインインエク
スペリエンス] タブで署名証明書を取得します。

トピック
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• SAML ユーザープール IdP 認証フロー (p. 91)
• SAML ID プロバイダー名の選択 (p. 92)
• ユーザープールの SAML ID プロバイダーの作成と管理 (AWS Management Console) (p. 93)
• ユーザープールの SAML ID プロバイダーの作成と管理 (AWS CLI と AWS API) (p. 95)
• サードパーティー SAML ID プロバイダーと Amazon Cognito ユーザープールとの統合 (p. 97)
• Amazon Cognito ユーザープールでの SAML セッション開始 (p. 98)

SAML ユーザープール IdP 認証フロー
ユーザープールから直接、SAML ベースの IdP を統合できます。

1. アプリはユーザーに AWS によってホストされる UI を指定することで、サインアップとサインインを
開始します。モバイルアプリはウェブビューを使用して AWS によってホストされているウェブペー
ジを表示することができます。

2. 通常、ユーザープールはユーザーの E メールアドレスからユーザーの IdP を判断します。

また、アプリがユーザーをユーザープールにダイレクトする前に情報を収集した場合は、クエリパラ
メータを通じてその情報を Amazon Cognito に提供することができます。

3. ユーザーは、SAML リクエストを使用して IdP にリダイレクトされます。
4. 必要に応じて IdP がユーザーを認証します。IdP がユーザーにアクティブなセッションがあると認識

している場合、IdP で認証がスキップされ、シングルサインイン (SSO) が提供されます。
5. IdP は Amazon Cognito サービスに SAML アサーションを POST します。

Note

Amazon Cognito は 5 分以内に完了しない認証リクエストをキャンセルし、ホストされた UI 
にユーザーをリダイレクトします。ページには、Something went wrong というエラー
メッセージが表示されます。

6. SAML アサーションが検証され、アサーションからユーザー属性 (クレーム) が収集される
と、Amazon Cognito がユーザープールのユーザープロファイルを内部で作成または更新しま
す。Amazon Cognito が、サインインされたユーザーの OIDC トークンをアプリに返します。

次の図は、このプロセスの認証フローを示しています。

ユーザーが認証されると、ユーザープールから ID、アクセス、更新トークンが返されます。ID トークンは 
ID 管理用の標準 OIDC トークンであり、アクセストークンは標準 OAuth 2.0 トークンです。ID とアクセ
ストークンは 1 時間後に期限切れになります。アプリケーションは更新トークンを使用して、ユーザーを
再認証しなくても、新しいトークンを取得できます。
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デベロッパーは、更新トークンの有効期限を選択できます。つまりユーザーが再認証する必要がある頻度
が変わります。ユーザーが外部 IdP 経由で認証された (フェデレーティッドユーザーなど) 場合でも、ア
プリケーションは外部 IdP トークンの有効期限にかかわらず、更新トークンと共にアプリケーションは 
Amazon Cognito トークンと更新トークンを使用して、ユーザーの再認証までの時間を判断します。ユー
ザープールは更新トークンを自動的に使用し、失効したときに新しい ID トークンとアクセストークンを
取得します。更新トークンも失効している場合、AWS がホストするアプリのページ経由で認証が自動的に
サーバーで開始されます。

SAML ユーザー名の大文字と小文字の区別

フェデレーティッドユーザーがサインインしようとすると、SAML ID プロバイダー (IdP) はユーザーの 
SAML アサーションで IdP ディレクトリから Amazon Cognito に一意の NameId を渡します。Amazon 
Cognito は、SAML フェデレーティッドユーザーを NameId クレームによって識別します。ユーザープー
ルの大文字と小文字の区別の設定にかかわらず、Amazon Cognito では、SAML IdP のフェデレーティッド
ユーザーが、大文字と小文字を区別する一意の NameId クレームを渡す必要があります。email のような
属性を NameId にマッピングし、ユーザーが E メールアドレスを変更すると、アプリケーションにサイン
インできません。

変更されない値を持つ IdP 属性から SAML アサーションに NameId をマッピングします。

例えば、Carlos は、Carlos@example.com の NameId 値を渡した Active Directory フェデレーショ
ンサービス (ADFS) SAML アサーションからの大文字と小文字を区別しないユーザープールにユー
ザープロファイルを持っているとします。次回 Carlos がサインインしようとすると、ADFS IdP は
carlos@example.com の NameId 値を渡します。NameId は大文字と小文字が完全に一致する必要があ
るため、サインインは成功しません。

NameID を変更した後、ユーザーがログインできない場合は、ユーザープールからそのユーザーのプロ
ファイルを削除してください。Amazon Cognito は、次回サインインしたときに新しいユーザープロファ
イルを作成します。

SAML ID プロバイダー名の選択
SAML ID プロバイダー (IdP) の名前および識別子を選択します。SAML プロバイダーの名前は最大 32 文
字で、以下の正規表現に一致する必要があります。

[\p{L}\p{M}\p{S}\p{N}\p{P}\p{Z}]+|[^_\p{Z}][\p{L}\p{M}\p{S}\p{N}\p{P}][^_
\p{Z}]+

SAML プロバイダーの識別子を選択することもできます。識別子はユーザープールに関連付けられた IdP 
を一意に解決します。通常、各識別子は SAML IdP が表す組織のドメインに対応しています。通常、複数
の組織で共有されるマルチテナント型アプリケーションの場合、識別子を使用してユーザーを正しい IdP 
にリダイレクトできます。同じ組織が複数のドメインを所有することができるため、複数の識別子を指定
できます。識別子を使用してユーザーにサインインするには、idp_identifier パラメータを使用して、ユー
ザーのセッションをアプリクライアントの 認可エンドポイント (p. 581) に転送します。

SAML プロバイダーごとに最大 50 個の識別子を関連付けることができます。識別子は、ユーザープール
全体で一意である必要があります。

Amazon Cognito ユーザープール /authorize エンドポイントへのリンクを作成し、ユーザーを IdP のサ
インインページにそのままリダイレクトさせることができます。ユーザープールの /authorize エンドポ
イントへのリクエストの idp_identifier パラメータとして、識別子を含めることができます。また、
このパラメータ identity_provider に IdP の名前を入力することもできます。次の URL 形式を使用し
ます。

https://your_Amazon_Cognito_userpool_domain/authorize?
response_type=code&identity_provider=your-SAML-IdP-name&client_id=your-client-
id&redirect_uri=https://your_application_redirect_url
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ユーザーは SAML IdP でサインインした後、SAML レスポンスを透過的に saml2/idpresponse エンド
ポイントに送信します。Amazon Cognito は、アプリクライアントのコールバック URL へのリダイレクト
を使用して IdP 応答に返信します。ユーザーにはホストされた UI とのやり取りが表示されていません。

ドメイン形式で IdP 識別子を作成し、ユーザーの E メールアドレスを収集し、ドメインに対応する IdP の
サインインページに誘導します。例えば、2 つの異なる会社の従業員が使用できるようにアプリケーショ
ンを構築するとします。最初の会社、AnyCompany A は、exampleA.com および exampleA.co.uk を
所有しています。2 番目の会社、AnyCompany B は、exampleB.com を所有しています。この例では、以
下のように、1 社ごとに 2 つの IdP を設定します。

• IdP A では、識別子 exampleA.com および exampleA.co.uk を定義します。
• IdP B では、識別子 exampleB.com を定義します。

アプリケーションで、ユーザーに E メールアドレスを入力するよう求めることができます。E メールア
ドレスからドメインを取得することで、idp_identifier エンドポイントへの呼び出しの /authorize
パラメータにドメインを指定してユーザーを正しい IdP にリダイレクトできます。例えば、ユーザーが
bob@exampleA.co.uk と入力すると、そのユーザーは IdP A にリダイレクトされます。

Amazon Cognito でホストされた UI は、フェデレーティッドユーザーの E メールアドレスを収集し、ドメ
インを解析できます。これを行うには、アプリクライアントに割り当てた各 SAML IdP に少なくとも 1 つ
の識別子を割り当てます。デフォルトでは、ホストされた UI サインイン画面には、アプリケーションクラ
イアントに割り当てた各 IdP のボタンが表示されます。識別子を正常に割り当てると、ホストされた UI の
サインインページは次のようになります。

この戦略を使用するには、ドメインを IdP 識別子として使用する必要があります。Amazon Cognito は、
ユーザーが入力した E メールアドレスから E メールドメインを抽出します。Amazon Cognito はその
後、/authorize エンドポイントへのリクエストの IdPIdentifier パラメータとして E メールドメイ
ンを追加します。ユーザーが前のイメージに示されている [Sign in] (サインイン) ボタンを選択すると、IdP 
サインインページが表示されます。

• アプリクライアントに SAML IdP を 1 つだけ割り当てると、ホストされた UI サインインページにその 
IdP でサインインするためのボタンが表示されます。

• アプリクライアントでアクティブ化するすべての SAML IdP に識別子を割り当てると、ホストされた UI 
サインインページに E メールアドレスを入力するためのボックスが表示されます。

• IdP が複数あり、それらのすべてに識別子を割り当てない場合、ホストされたページに IdP のリストが
含まれます。

• IdP に識別子を割り当て、ホストされた UI に特定の IdP ボタンを表示する場合は、識別子を持たない新
しい IdP をアプリケーションクライアントに追加するか、新しいアプリケーションクライアントを作成
します。既存の IdP を削除して、識別子なしで再度追加することもできますが、これによってディレク
トリに新しいユーザーが作成されることに注意してください。

カスタム UI を使用している場合は、IdP を追加したときに割り当てた識別子と一致するようにドメ
イン名を解析します。IdP セットアップの詳細については、「ユーザープールの ID プロバイダーの設
定 (p. 282)」を参照してください。

ユーザープールの SAML ID プロバイダーの作成と管理 (AWS 
Management Console)
AWS Management Consoleを使用して、SAML ID プロバイダー (IdP) の作成および削除を行うことができ
ます。

SAML IdP を作成する前に、サードパーティー IdP から取得した SAML メタデータドキュメントが必要で
す。必要な SAML メタデータドキュメントの取得または生成方法については、「サードパーティー SAML 
ID プロバイダーと Amazon Cognito ユーザープールとの統合 (p. 97)」を参照してください。
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ユーザープールに SAML 2.0 IdP を設定するには

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力しま
す。

2. [User Pools] (ユーザープール) を選択します。
3. リストから既存のユーザープールを選択するか、ユーザープールを作成します。
4. [Sign-in experience] (サインインエクスペリエンス) タブを選択します。[Federated sign-in] (フェデ

レーションサインイン) を探し、[Add an identity provider] (ID プロバイダーの追加) を選択します。
5. [SAML] IdP を選択します。
6. カンマで区切られた [Identifiers] (識別子) を入力します。識別子は Amazon Cognito に、ユーザーがサ

インインしたときに入力したメールアドレスを確認し、ドメインに対応するプロバイダーに誘導する
必要があることを伝えます。

7. ユーザーがログアウトしたときに、Amazon Cognito が署名されたサインアウト要求をプロバイダー
に送信するためには、[Add sign-out flow] (サインアウトフローの追加) を選択します。SAML 2.0 IdP 
を設定して、ホストされた UI を構成するときに作成される https://<your Amazon Cognito 
domain>/saml2/logout エンドポイントにサインアウト応答を送信する必要があります。saml2/
logout エンドポイントでは、ポストバインディングを使用します。

Note

このオプションが選択されていて、SAML IdP が署名付きログアウトリクエストを期待する
場合は、SAML IdP で Amazon Cognito が提供する署名証明書を設定する必要もあります。
SAML IdP は署名されたログアウトリクエストを処理し、Amazon Cognito セッションから
ユーザーをサインアウトさせます。

8. [Metadata document source] (メタデータドキュメントソース) を選択します。IdP がパブリック URL 
で SAML メタデータを提供する場合は、[Metadata document URL] (メタデータドキュメント URL) を
選択してそのパブリック URL を入力できます。それ以外の場合は、[Upload metadata document] (メ
タデータドキュメントをアップロード) を選択し、プロバイダーから以前ダウンロードしたメタデー
タファイルを選択します。

Note

プロバイダーにパブリックエンドポイントがある場合は、ファイルをアップロードする
のではなく、メタデータドキュメントの URL を入力することをお勧めします。これによ
り、Amazon Cognito はメタデータを自動的に更新できます。通常、メタデータの更新は 6 
時間ごとまたはメタデータの有効期限が切れる前のいずれか早いタイミングで発生します。

9. [Map attributes between your SAML provider and your app] (SAML プロバイダーとアプリ間で属性を
マッピング) をクリックして、SAML プロバイダーの属性をユーザープールのユーザープロファイルに
マッピングします。ユーザープールの必須属性を属性マップに含めます。

例えば、[User pool attribute] (ユーザープール属性) email を選択する場合、IdP からの SAML アサー
ションに表示される SAML 属性名を入力します。IdP がサンプル SAML アサーションを提供している
場合は、これらのサンプルアサーションを使用して名前を見つけやすいかもしれません。IdP の中に
は、email などの単純な名前を使用するものもあれば、これに類似した名前を使用するものもありま
す。

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress

10. [Create] (作成) を選択します。

Note

HTTPS メタデータエンドポイント URL を使用して SAML IdP を作成中に
InvalidParameterException (例えば「Error retrieving metadata from <metadata 
endpoint>」) が表示される場合、メタデータエンドポイントの SSL が正しくセットアップされ
ていること、および有効な SSL 証明書が関連付けられていることを確認してください。
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ユーザープールを証明書利用者として追加するために SAML IdP をセットアップする

• ユーザープールのサービスプロバイダー URN は urn:amazon:cognito:sp:<user_pool_id> で
す。Amazon Cognito は AuthnRequest を SAML IdP に発行して、対象者制限と SAML アサーション
をこの URN に発行します。お客様の IdP は次の POST バインディングエンドポイントを IdP-to-SP 応
答メッセージに使用します。https://Your user pool domain/saml2/idpresponse

• SAML IdP によって、SAML アサーションの NameID および他のユーザープール必須属性が入力されて
いることを確認します。NameID は、ユーザープールの SAML フェデレーティッドユーザーを一意に識
別するために使用されます。永続的な SAML 名 ID 形式を使用します。

SAML 2.0 IDP にデジタル署名用証明書を提供するには

• IdP が SAML ログアウトリクエストの検証に使用できるパブリックキーのコピーを Amazon Cognito か
ら取得するには、ユーザープールの [サインインエクスペリエンス] タブの [署名用証明書] で、[署名用証
明書を表示] または [.crt としてダウンロード] を選択します。

Amazon Cognito コンソールを使用して、ユーザープールで設定した SAML プロバイダーを削除できま
す。

SAML プロバイダーを削除する

1. Amazon Cognito コンソールにサインインします。
2. ナビゲーションペインで [User Pools] (ユーザープール) を選択してから、編集するユーザープールを

選択します。
3. [Sign-in experience] (サインインエクスペリエンス) タブを選択し、[Federated sign-in] (フェデレー

ションサインイン) を検索します。
4. 削除する SAML IdP の横のラジオボタンを選択します。
5. [Delete identity provider] (ID プロバイダーの削除) のプロンプトが表示されたら、SAML プロバイダー

名を入力して削除を確認し、[Delete] (削除) を選択します。

ユーザープールの SAML ID プロバイダーの作成と管理 (AWS 
CLI と AWS API)
SAML ID プロバイダー (IdP) を作成して管理するには、以下のコマンドを使用します。

IdP を作成し、メタデータドキュメントをアップロードする

• AWS CLI: aws cognito-idp create-identity-provider

メタデータファイルの例: aws cognito-idp create-identity-provider --user-pool-
id <user_pool_id> --provider-name=SAML_provider_1 --provider-type SAML --
provider-details file:///details.json --attribute-mapping email=http://
schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress

ここでは details.json に以下が含まれます。

{  
    "MetadataFile": "<SAML metadata XML>"
}

Note

<SAML ##### XML> に引用符が (") 含まれる場合は、エスケープ (\") する必要があります。
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メタデータ URL の例: aws cognito-idp create-identity-provider --user-pool-
id <user_pool_id> --provider-name=SAML_provider_1 --provider-type SAML --
provider-details MetadataURL=<metadata_url> --attribute-mapping email=http://
schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress

• AWS API: CreateIdentityProvider

IdP の新規メタデータドキュメントをアップロードする

• AWS CLI: aws cognito-idp update-identity-provider

メタデータファイルの例: aws cognito-idp update-identity-provider --user-pool-id
<user_pool_id> --provider-name=SAML_provider_1 --provider-details file:///
details.json --attribute-mapping email=http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/
identity/claims/emailaddress

ここでは details.json に以下が含まれます。

{  
    "MetadataFile": "<SAML metadata XML>"
}

Note

<SAML ##### XML> に引用符が (") 含まれる場合は、エスケープ (\") する必要があります。

メタデータ URL の例: aws cognito-idp update-identity-provider --user-
pool-id <user_pool_id> --provider-name=SAML_provider_1 --provider-
details MetadataURL=<metadata_url> --attribute-mapping email=http://
schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress

• AWS API: UpdateIdentityProvider

固有の IdP に関する情報を取得するには

• AWS CLI: aws cognito-idp describe-identity-provider

aws cognito-idp describe-identity-provider --user-pool-id <user_pool_id> --
provider-name=SAML_provider_1

• AWS API: DescribeIdentityProvider

すべての IdP に関する情報を一覧表示するには

• AWS CLI: aws cognito-idp list-identity-providers

例: aws cognito-idp list-identity-providers --user-pool-id <user_pool_id> --
max-results 3

• AWS API: ListIdentityProviders

IdP を削除する

• AWS CLI: aws cognito-idp delete-identity-provider

aws cognito-idp delete-identity-provider --user-pool-id <user_pool_id> --
provider-name=SAML_provider_1
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• AWS API: DeleteIdentityProvider

サードパーティー SAML ID プロバイダーと Amazon Cognito 
ユーザープールとの統合
Amazon Cognito ユーザープールのフェデレーションと連携するようにサードパーティー SAML 2.0 ID プ
ロバイダー (IdP) ソリューションを設定するには、次の URL にリダイレクトするように SAML IdP を設定
する必要があります: https://Your user pool domain/saml2/idpresponse。ユーザープールに 
Amazon Cognito ドメインがある場合、Amazon Cognito コンソールのユーザープールの [App integration]
(アプリの統合) タブでユーザープールドメインのパスを見つけることができます。

Note

2017 年 8 月 10 日以前のパブリックベータ中にユーザープールで作成された SAML IdP には、リ
ダイレクト URL https://<yourDomainPrefix>.auth.<region>.amazoncognito.com/
login/redirect があります。パブリックベータ版のこのような SAML ID プロバイダーのいず
れかがユーザープールにある場合、以下を行う必要があります。

• 新しいリダイレクト URL を使用する新しいものと置き換える。
• SAML IdP の設定を更新し、古いリダイレクト URL と新しいリダイレクト URL の両方を受け

入れる。

Amazon Cognito のすべての SAML IdP が新しい URL に切り替えられます。古い URL は 2017 年 
10 月 31 日をもって機能を停止します。

一部の SAML IdP では、urn /対象者 URI / SP エンティティ ID を
urn:amazon:cognito:sp:<yourUserPoolID> のフォームに指定する必要があります。ユーザープー
ル ID は、Amazon Cognito コンソールの [General settings] (全般設定) タブにあります。

また、SAML IdP を設定して、ユーザープールの必須属性の属性値を指定する必要があります。通
常、email はユーザープールの必須属性です。その場合、SAML IdP は SAML アサーションに email 値 
(クレーム) を指定する必要があります。

Note

Amazon Cognito では、IdP が属性値として渡す 4 バイトの UTF-8 文字 (# や#など) は受け付けま
せん。文字を Base 64 でエンコードしてテキストとして渡し、アプリでデコードできます。
次の例では、属性のクレームは受け付けられません。

<saml2:Attribute Name="Name" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-
format:unspecified"> 
  <saml2:AttributeValue xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xsi:type="xsd:string">#</saml2:AttributeValue>
</saml2:Attribute>

上記の例とは対照的に、次の属性のクレームは受け付けられます。

<saml2:Attribute Name="Name" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-
format:unspecified"> 
  <saml2:AttributeValue xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xsi:type="xsd:string">8J+YkA==</saml2:AttributeValue>
</saml2:Attribute>

以下のリンクは、Amazon Cognito ユーザープールのフェデレーションと連携するようにサードパー
ティー SAML 2.0 IdP ソリューションを設定するために役立ちます。
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Note

IdP のサポートは Amazon Cognito に組み込まれているため、必要となるのは以下のプロバイ
ダーサイトにアクセスして SAML メタデータドキュメントを取得することだけです。プロバイ
ダーのウェブサイトに AWS との統合に関する詳細な手順が掲載されている場合がありますが、
これは必要ありません。

ソリューション 詳細情報

Microsoft Active Directory フェデレーションサービ
ス (AD FS)

ご使用の ADFS フェデレーションサー
バー用の SAML メタデータドキュメント
は以下のアドレスからダウンロードでき
ます。https://<yourservername>/
FederationMetadata/2007-06/
FederationMetadata.xml

Okta Amazon Cognito ユーザープールを Okta のア
プリケーションとして設定すると、Okta ダッ
シュボードの [Admin] (管理者) セクションでメ
タデータドキュメントを見つけることができま
す。アプリケーションを選択し、[Sign On (サ
インオン)] セクションを選択して、[Settings 
for SAML (SAML の設定)] を見つけます。URL 
は次のようになります。https://<app-
domain>.oktapreview.com/
app/<application-ID>/sso/saml/metadata

Auth0 メタデータダウンロードドキュメントは Auth0 
ダッシュボードから取得されます。[クライ
アント] を選択してから、[設定] を選択しま
す。下にスクロールし、[詳細設定の表示] を
選択して [SAML Metadata URL (SAML メ
タデータ URL)] を見つけます。次のように
なっているはずです。https://<your-
domain-prefix>.auth0.com/samlp/
metadata/<your-Auth0-client-ID>

Ping Identity PingFederate の場合は、Provide general SAML 
metadata by file にメタデータ XML ファイルのダ
ウンロード手順が記載されています。

Amazon Cognito ユーザープールでの SAML セッション開始
Amazon Cognito は、サービスプロバイダーによって開始される (SP 開始) シングルサインオン (SSO) を
サポートしています。SAML V2.0 技術概要のセクション 5.1.2 では、SP で開始される SSO について説
明します。Amazon Cognito は、アプリケーションの ID プロバイダー (IdP) です。アプリケーションは、
認証されたユーザーのトークンを取得するサービスプロバイダー (SP) です。ただし、サードパーティー 
IdP を使用してユーザーを認証する場合、Amazon Cognito は SP です。SAML IdP で認証する Amazon 
Cognito ユーザーは、常に Amazon Cognito にリクエストを行い、認証のために IdP にリダイレクトする
必要があります。

一部のエンタープライズユースケースでは、内部アプリケーションへのアクセスは Enterprise IdP がホ
ストするダッシュボードのブックマークから始まります。ユーザーがブックマークを選択すると、IdP は 
SAML 応答を生成して SP に送信し、アプリケーションでユーザーを認証します。

Amazon Cognito は IdP で開始される SSO をサポートしていません。Amazon Cognito は SAML リクエス
トで認証を開始しない限り、受信した SAML レスポンスを要請したことを検証できません。
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エンタープライズダッシュボードで Amazon Cognito アプリケーションをブック
マークする
SAML または OIDC IdP ダッシュボードにブックマークを作成して、AmazonCognito ユーザープールで認
証するウェブアプリケーションへの SSO アクセスを提供できます。Amazon Cognito には、ユーザーがホ
ストされた UI でサインインする必要のない方法でリンクできます。これを行うには、次のテンプレートか
ら AmazonCognito ユーザープールの 認可エンドポイント (p. 581) へのブックマークリンクを作成しま
す。

https://your_Amazon_Cognito_userpool_domain/authorize?
response_type=code&identity_provider=your-SAML-IdP-name&client_id=your-client-
id&redirect_uri=https://your_application_redirect_url

Note

認証エンドポイントへのリクエストで、identity_provider パラメータの代わりに
idp_identifier パラメータを使用することもできます。IdP 識別子は、ユーザープールに 
ID プロバイダーを作成するときに設定できる代替名です。「SAML ID プロバイダー名の選
択 (p. 92)」を参照してください。

リクエストで適切なパラメータを使用すると、/authorize では、Amazon Cognito は SP が開始したサ
インインフローをサイレントに開始し、IdP でサインインするようにユーザーをリダイレクトします。

次の図表は、IDP 開始 SSO をエミュレートする認証フローを示しています。ユーザーは、会社ポータルの
リンクから Amazon Cognito で認証できます。

プロバイダーからメタデータドキュメントをアップロードまたはリンクして、ユーザープールに SAML 
IdP を追加します。サインインに SAML IdP を使用し、承認されたコールバック URL としてアプリの 
URL を持つアプリクライアントを作成します。アプリクライアントの詳細については、「ユーザープール
のアプリケーションクライアントの設定 (p. 277)」を参照してください。

このソリューションを使用してアプリを認証する前に、ホストされた UI から SP が開始したアプリケー
ションへのサインインをテストします。Amazon Cognito で SAML IdP を設定する方法の詳細について
は、「サードパーティー SAML ID プロバイダーと Amazon Cognito ユーザープールとの統合 (p. 97)」
を参照してください。

これらの要件を満たしたら、identity_provider または idp_identifier パラメータのいずれかを含
む /authorize エンドポイントへのブックマークを作成します。以下の図表は、そのプロセスを示したも
のです。

1. ユーザーは SSO IdP ダッシュボードにサインインします。ユーザーがアクセスを許可されているエン
タープライズアプリケーションには、このダッシュボードが表示されます。

2. ユーザーが Amazon Cognito で認証するアプリケーションへのリンクを選択します。多くの SSO ポー
タルでは、カスタムアプリリンクを追加できます。SSO ポータルでパブリック URL へのリンクを作
成するために使用できる機能はすべて機能します。

3. SSO ポータル内のカスタムアプリリンクは、ユーザーをユーザープール 認可エンドポイン
ト (p. 581) に誘導します。リンクには、response_type、client_id、redirect_uri および
identity_provider のパラメータが含まれます。identity_provider パラメータは、ユーザー
プールで IdP に付けた名前です。identity_provider パラメータの代わりに idp_identifier パ
ラメータを使用することもできます。ユーザーは、idp_identifier または identity_provider
パラメータのいずれかを含むリンクからホストされた UI にアクセスします。このユーザーはサインイ
ンページをバイパスし、IdP で認証するために直接ナビゲートします。SAML IdP の名前付けの詳細に
ついては、「SAML ID プロバイダー名の選択 (p. 92)」を参照してください。

URL の例

https://your_Amazon_Cognito_userpool_domain/authorize?
response_type=code&identity_provider=your-SAML-IdP-name&client_id=your-
client-id&redirect_uri=https://your_application_redirect_url
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4. Amazon Cognito は、SAML リクエストを使用してユーザーセッションを IdP にリダイレクトしま
す。

5. ユーザーがダッシュボードにサインインしたときに、IdP からセッション Cookie を受信した可能性
があります。IdP はこの cookie を使用してユーザーをそのまま検証し、SAML レスポンスで Amazon 
Cognito idpresponse エンドポイントにリダイレクトします。アクティブなセッションが存在しない
場合、IdP は SAML レスポンスを投稿する前にユーザーを再認証します。

6. Amazon Cognito は SAML レスポンスを検証し、SAML アサーションに基づいてユーザープロファイ
ルを作成または更新します。

7. Amazon Cognito は、認証コードを使用してユーザーを内部アプリケーションにリダイレクトしま
す。内部アプリ URL をアプリクライアントの承認されたリダイレクト URL として設定しました。

8. アプリは認証コードを Amazon Cognito トークンと交換します。詳細については、「トークンエンド
ポイント (p. 587)」を参照してください。

ユーザープールへの OIDC ID プロバイダーの追加
ユーザーが OpenID Connect (OIDC) ID プロバイダー (IdP) のアカウントを既に持っている場合は、サイ
ンアップステップを省略して、既存のアカウントでアプリケーションにサインインすることをユーザーに
許可できます。組み込みの Hosted Web UI では、Amazon Cognito がすべての認証済みユーザーに関する
トークンの処理と管理を提供します。このように、バックエンドシステムは 1 セットのユーザープール
トークンで標準化できます。

Note

サードパーティー (フェデレーション) 経由のサインインは、Amazon Cognito のユーザープール
で使用できます。この機能は、Amazon Cognito ID プール (フェデレーティッド ID) 経由のフェデ
レーションとは無関係です。

OIDC IdP の AWS Management Console のユーザープールへの追加は、AWS CLI を介して、またはユー
ザープール API メソッドの CreateIdentityProvider を使用して実行できます。

トピック
• 前提条件 (p. 100)
• ステップ 1: OIDC IdP に登録する (p. 101)
• ステップ 2: ユーザープールに OIDC IdP を追加する (p. 103)
• ステップ 3: OIDC IdP の設定をテストする (p. 104)
• OIDC ユーザープール IdP 認証フロー (p. 105)

前提条件
開始するには、以下が必要です。

• アプリケーションクライアントとユーザープールドメインを使用するユーザープール。詳細について
は、「ユーザープールの作成」を参照してください。

• 次の設定を持つ OIDC IdP。
• client_secret_post クライアント認証をサポートします。Amazon Cognito は、IdP の OIDC ディ

スカバリエンドポイントでの token_endpoint_auth_methods_supported クレームをチェック
しません。Amazon Cognito は、client_secret_basic クライアント認証をサポートしていませ
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ん。クライアント認証の詳細については、OpenID Connect ドキュメントの「クライアント認証」を
参照してください。

• openid_configuration、userInfo、および jwks_uri などの OIDC エンドポイントにのみ 
HTTPS を使用します。

• OIDC エンドポイントには TCP ポート 80 および 443 のみを使用します。
• HMAC-SHA、ECDSA または RSA アルゴリズムで ID トークンにのみ署名します。

ステップ 1: OIDC IdP に登録する
Amazon Cognito で OIDC IdP を作成する前に、アプリケーションを OIDC IdP に登録して、クライアント 
ID とクライアントシークレットを取得する必要があります。

OIDC IdP に登録する

1. OIDC IdP のデベロッパーアカウントを作成します。

OIDC IdP へのリンク

OIDC IdP インストール方法 OIDC 検出 URL

Salesforce Salesforce ID プロバイダーの
インストール

https://login.salesforce.com

Ping Identity Ping Identity ID プロバイダー
のインストール

https://Ping ########:9031/idp/
userinfo.openid

例: https://
pf.company.com:9031/idp/
userinfo.openid

Okta Okta ID プロバイダーのイン
ストール

https://Okta #####
#.oktapreview.com

または https://Your Okta 
subdomain.okta.com

Microsoft Azure Active 
Directory (Azure AD)

Microsoft Azure AD ID プロバ
イダーのインストール

https://
login.microsoftonline.com/
{tenant}/v2.0

Google Google ID プロバイダーのイ
ンストール

https://accounts.google.com

Note

Amazon Cognito で
は、Google を統合され
たソーシャルサインイン 
IdP として提供します。
統合された IdP を使用す
ることをお勧めします。
「ユーザープールへの
ソーシャル ID プロバイ
ダーの追加 (p. 82)」を
参照してください。

2. OIDC IdP を使用して、/oauth2/idpresponse エンドポイントを持つユーザープールドメインを登
録します。そうすることで、OIDC IdP が後ほど、ユーザーの認証時に Amazon Cognito からこれを受
け入れることが確実になります。
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https://<your-user-pool-domain>/oauth2/idpresponse

3. コールバック URL を Amazon Cognito ユーザープールに登録します。これは、認証が成功した後で 
Amazon Cognito がユーザーをリダイレクトするページの URL です。

https://www.example.com

4. スコープを選択します。スコープ openid が必要です。email および email_verified クレームにアクセ
スを付与するには、email スコープが必要です。

5. OIDC IdP は、クライアント ID とクライアントシークレットを提供します。これらは、ユーザープー
ルで OIDC IdP を設定するときに使用します。

例: Salesforce を OIDC IdP としてユーザープールで使用する

OIDC 互換 IdP (Salesforce など) とユーザープールの間で信頼性を確立するときに OIDC IdP を使用しま
す。

1. Salesforce 開発者ウェブサイトでアカウントを作成します。
2. 前のステップで設定した開発者アカウントを使用してサインインします。
3. Salesforce ページで、次のいずれかの操作を行います。

• Lightning Experience を使用している場合は、歯車アイコンを選択してから、[Setup Home] (ホーム
の設定) を選択します。

• Salesforce Classic を使用しており、ユーザーインターフェイスのヘッダーに [Setup (設定)] が表示
されている場合は、選択します。

• Salesforce Classic を使用しており、ヘッダーに [Setup (設定)] が表示されていない場合は、上部の
ナビゲーションバーで名前を選択し、ドロップダウンリストより [Setup (設定)] を選択します。

4. 左のナビゲーションバーで、[Company Settings (組織の設定)] を選択します。
5. ナビゲーションバーで、[Domain] (ドメイン) を選択してドメインを入力し、[Create] (作成) を入力し

ます。
6. 左のナビゲーションバーで、[Platform Tools] (プラットフォームツール) に移動し、[Apps] (アプリ

ケーション) を選択します。
7. [アプリケーションマネージャ] を選択します。
8. a. [New connected app] (新規接続アプリケーション) を選択します。

b. 必須フィールドに入力します。

[Start URL] (開始 URL) で、Salesforce IdP でサインインするユーザープールドメインの /
authorize エンドポイントの URL を入力します。ユーザーが接続アプリケーションにアクセス
すると、Salesforce はこの URL に誘導してサインインを完了します。次に、Salesforce はユー
ザーをアプリクライアントに関連付けたコールバック URL にリダイレクトします。

https://<your_user_pool_domain>/authorize?
response_type=code&client_id=<your_client_id>&redirect_uri=https://
www.example.com&identity_provider=CorpSalesforce

c. OAuth 設定を有効にし、コールバック URL にユーザープールドメインの /oauth2/
idpresponse エンドポイントの URL を入力します。これは、Amazon Cognito が OAuth トーク
ンと交換する認証コードを Salesforce が発行する URL です。

https://<your_user_pool_domain>/oauth2/idpresponse

9. スコープを選択します。スコープ openid を含める必要があります。email および email_verified ク
レーム にアクセスを付与するには、email スコープが必要です。スコープはスペースで区切ります。
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10. [Create] (作成) を選択します。

Salesforce では、クライアント ID は [コンシューマーキー]、クライアントシークレットは [コン
シューマーシークレット] と呼ばれます。クライアント ID とクライアントシークレットを書き留めま
す。これらは次のセクションで使用します。

ステップ 2: ユーザープールに OIDC IdP を追加する
このセクションでは、OIDC IdP からの OIDC ベースの認証リクエストを処理するようにユーザープールを
設定します。

OIDC IdP を追加する (Amazon Cognito コンソール)

OIDC IdP を追加する

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力しま
す。

2. ナビゲーションメニューから [User Pools] (ユーザープール) を選択します。
3. リストから既存のユーザープールを選択するか、ユーザープールを作成します。
4. [Sign-in experience] (サインインエクスペリエンス) タブを選択します。[Federated sign-in] (フェデ

レーションサインイン) を検索し、[Add an identity provider] (ID プロバイダーの追加) を選択します。
5. [OpenID Connect] IdP を選択します。
6. [Provider name] (プロバイダー名) に一意の名前を入力します。
7. プロバイダーから受け取ったクライアント ID を、[Client ID] (クライアント ID) へ入力します。
8. プロバイダーから受け取ったクライアントシークレットを、[Client secret] (クライアントシークレッ

ト) に入力します。
9. このプロバイダーの [Authorized scopes] (承認済みスコープ) を入力します。スコープは、アプリケー

ションがプロバイダーにリクエストするユーザー属性のグループ (name および email など) を定義し
ます。OAuth 2.0 仕様に従い、スコープはスペースで区切る必要があります。

ユーザーはこれらの属性をアプリケーションに提供することに同意を求められます。
10. [Attribute request method] (属性リクエストメソッド) を選択して、プロバイダーが操作する [userInfo]

エンドポイントからユーザーの詳細をフェッチするために必要な HTTP メソッド (GET または POST) 
を Amazon Cognito に提供します。

11. [Setup method] (セットアップ方法) を選択して、OpenID Connect エンドポイントを、[Auto 
fill through issuer URL] (発行者 URL による自動入力) または [Manual input] (手動入力) で取得
します。[Auto fill through issuer URL] (発行者 URL による自動入力) は、Amazon Cognito が
authorization、token、userInfo、および jwks_uri エンドポイントの URL を取得できるパブ
リック .well-known/openid-configuration エンドポイントを、プロバイダーが持っている場
合に使用します。

12. 発行者の URL、または IdP からの authorization、token、userInfo、および jwks_uri エンド
ポイントの URL を入力します。

Note

URL は、https:// で始める必要があり、末尾にスラッシュ (/) を使用することはできませ
ん。この URL では、ポート番号 443 および 80 のみを使用できます。例えば、Salesforce で
は次の URL を使用します。
https://login.salesforce.com
自動入力を選択した場合、検出ドキュメントは
authorization_endpoint、token_endpoint、userinfo_endpoint、および
jwks_uri の値に HTTPS を使用する必要があります。そうしない場合は、ログインが失敗
します。
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13. デフォルトで、OIDC クレームの [sub] (サブ) はユーザープール属性の [Username] (ユーザーネーム) 
にマッピングされます。他の OIDC クレームをユーザープール属性にマッピングできます。OIDC ク
レームを入力し、対応するユーザープール属性をドロップダウンリストから選択します。例えば、通
常、クレームの [email] はユーザープール属性の [E メール] にマッピングされます。

14. IdP からユーザープールに属性をマッピングします。詳細は、「ユーザープール用 ID プロバイダー属
性マッピングの特定」を参照してください。

15. [Create] (作成) を選択します。
16. [App client integration] (アプリケーションクライアント統合) タブから、[App clients] (アプリケーショ

ンクライアント) のリストより 1 つ選択して、[Edit hosted UI settings] (ホストされた UI 設定の編集) 
をクリックします。[Identity providers] (ID プロバイダー) で、新しい OIDC IdP をアプリケーションク
ライアントに追加します。

17. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

OIDC IdP を追加するには (AWS CLI)

• CreateIdentityProvider API メソッドのパラメータに関する説明を参照してください。

                        
aws cognito-idp create-identity-provider
--user-pool-id string
--provider-name string
--provider-type OIDC
--provider-details map

--attribute-mapping string
--idp-identifiers (list)
--cli-input-json string
--generate-cli-skeleton string

このプロバイダー詳細のマップを使用します。

                    
                        
{  
  "client_id": "string", 
  "client_secret": "string", 
  "authorize_scopes": "string", 
  "attributes_request_method": "string", 
  "oidc_issuer": "string", 

  "authorize_url": "string", 
  "token_url": "string", 
  "attributes_url": "string", 
  "jwks_uri": "string"
}

ステップ 3: OIDC IdP の設定をテストする
前の 2 つのセクションの要素を使用して認証 URL を作成し、OIDC IdP の設定をテストできます。

https://<your_user_pool_domain>/oauth2/authorize?
response_type=code&client_id=<your_client_id>&redirect_uri=https://www.example.com
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ドメインは、コンソールにあるユーザープールの [ドメイン名] ページで確認できます。client_id は [全般設
定] ページにあります。redirect_uri パラメータのコールバック URL を使用します。これは、ユーザーが認
証に成功した後でリダイレクトされるページの URL です。

OIDC ユーザープール IdP 認証フロー
ユーザーが OIDC IdP を使用してアプリケーションにサインインすると、次の認証フローを通過します。

1. ユーザーが Amazon Cognito の組み込みサインインページにアクセスすると、Salesforce などの OIDC 
IdP 経由でサインインするオプションが提示されます。

2. ユーザーは、OIDC IdP の authorization エンドポイントにリダイレクトされます。
3. ユーザーが認証されると、OIDC IdP が認証コードを使用して Amazon Cognito にリダイレクトしま

す。
4. Amazon Cognito が OIDC IdP の認証コードをアクセストークンと交換します。
5. Amazon Cognito がユーザープールのユーザーアカウントを作成または更新します。
6. Amazon Cognito がアプリケーションのベアラートークンを発行します。これには ID トークン、アクセ

ストークン、および更新トークンが含まれる場合があります。

Note

Amazon Cognito は 5 分以内に完了しない認証リクエストをキャンセルし、ホストされた UI に
ユーザーをリダイレクトします。ページには、Something went wrong というエラーメッセー
ジが表示されます。

OIDC は、OAuth 2.0 の上に位置する ID レイヤーです。OAuth 2.0 は、IdP から OIDC クライアントア
プリ (証明書利用者) に発行される JSON 形式 (JWT) の ID トークンを指定します。Amazon Cognito の 
OIDC Relying Party としての追加に関する情報は、OIDC IdP のドキュメントを参照してください。

ユーザーが認証されると、ユーザープールから ID、アクセス、更新トークンが返されます。ID トークンは 
ID 管理用の OIDC 標準トークンです。アクセストークンは OAuth 2.0 標準トークンです。
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ユーザープールの ID プロバイダー属性マッピングを
指定する
AWS Management Console、AWS CLI または API を使用して、ユーザープールの ID プロバイダー (IdP) 
の属性マッピングを指定します。

マッピングについて知っておくべきこと
マッピングを使用する前に、以下の重要な詳細事項を確認してください。

• フェデレーションユーザーがアプリケーションにサインインする際、マッピングは、ユーザープール
が必要とする各ユーザープール属性に存在している必要があります。例えば、サインアップするために
ユーザープールで email 属性が必要となる場合には、この属性を IdP から該当するものにマッピングし
ます。

• デフォルトで、マップされた E メールアドレスは未検証です。ワンタイムコードを使用してマップされ
た E メールアドレスを検証することはできません。その代わりに IdP からの属性をマップして、検証ス
テータスを取得します。例えば、Google とほとんどの OIDC プロバイダーには email_verified 属性
が含まれています。

• マップされたそれぞれのユーザープール属性では、値の最大長 (2048 文字) が、Amazon Cognito が IdP 
から取得する値に十分な大きさである必要があります。そうではない場合は、ユーザーがアプリケー
ションにサインインするときに Amazon Cognito がエラーを報告します。カスタム属性を IdP トークン
にマッピングする場合は、長さを 2048 文字に設定します。

• Amazon Cognito は、フェデレーション IdP がパスする特定のクレームから、フェデレーションユー
ザーのプロファイル内の username 属性を次のように派生します。Amazon Cognito は、この属性値
の先頭に IdP の名前を追加します。フェデレーションユーザーにサードパーティーのディレクトリ内
の属性と完全に一致する属性を持たせる場合は、その属性を preferred_username のような代替の 
Amazon Cognito 属性にマッピングします。

ID プロバイダー username ソース属性

Facebook id

Google sub

Login with Amazon user_id

Apple でのサインイン sub

SAML プロバイダー NameID

OpenID Connect (OIDC) プロバイダー sub

• Amazon Cognito は、ユーザーがアプリケーションにサインインするときにマップされたユーザープー
ル属性を更新できる必要があります。ユーザーが IdP 経由でサインインすると、Amazon Cognito は IdP 
からの最新情報でマップされた属性を更新します。Amazon Cognito は、マップされた属性の現行の値
が最新情報とすでに一致している場合でも、各属性を更新します。Amazon Cognito が属性を更新でき
ない場合、エラーが報告されます。Amazon Cognito が属性を更新できることを確実にするため、以下
の要件をチェックしてください。
• IdP からマッピングするすべてのユーザープールのカスタム属性は、変更可能である必要がありま

す。変更可能なカスタム属性はいつでも更新できます。対照的に、ユーザーの変更不可なカスタム属
性の値を設定できるのは、ユーザープロファイルを最初に作成するときのみです。Amazon Cognito 
コンソールで変更可能なカスタム属性を作成するには、[Sign-up experience] (サインアップエク
スペリエンス) タブの [Add custom attributes] (カスタム属性の追加) を選択時に、追加する属性の
[Mutable]  (変更可能) チェックボックスを有効にします。または、CreateUserPool API オペレーショ
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ンを使用してユーザープールを作成した場合、これらの各属性の Mutable パラメータを true に設
定できます。

• アプリケーションのアプリクライアントの設定では、マッピングされた属性を書き込み可能にする必
要があります。書き込み可能な属性は、Amazon Cognito コンソールの [App clients] (アプリクライア
ント) ページで設定できます。また、CreateUserPoolClient API を使用してアプリクライアント
を作成する場合、これらの属性を WriteAttributes 配列に追加できます。

• IdP 属性に複数の値が含まれている場合、Amazon Cognito は非英数字文字 (「.」、「-」、「*」、
「_」文字を除く) が含まれる値を URL 形式でエンコードします。値は、アプリケーションでの使用前
にデコードしておく必要があります。

ユーザープールの ID プロバイダー属性マッピングを指定する 
(AWS Management Console)
AWS Management Consoleを使用してユーザープールの IdP の属性マッピングを指定できます。

Note

Amazon Cognito は、着信トークンに着信クレームが存在する場合に限り、そのクレームをユー
ザープール属性にマップします。以前にマッピングされたクレームが着信トークンに存在しなく
なった場合、そのクレームは削除または変更されません。削除されたクレームのマッピングがア
プリケーションで必要な場合は、事前認証 Lambda トリガーを使用して認証中にカスタム属性を
削除し、それらの属性を着信トークンから再入力できます。

ソーシャル IdP 属性マッピングを指定するには

1. Amazon Cognito コンソールにサインインします。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力
します。

2. ナビゲーションペインで [User Pools] (ユーザープール) を選択してから、編集するユーザープールを
選択します。

3. [Sign-in experience] (サインインエクスペリエンス) タブを選択し、[Federated sign-in] (フェデレー
ションサインイン) を検索します。

4. [Add an identity provider] (ID プロバイダーの追加) を選択するか、設定した
[Facebook]、[Google]、[Amazon]、もしくは [Apple] の IdP を選択します。[Attribute mapping] (属性
マッピング) を検索し、 [Edit] (編集) を選択します。

ソーシャル IdP の追加の詳細については、「ユーザープールへのソーシャル ID プロバイダーの追
加 (p. 82)」を参照してください。

5. マッピングする必要のある各属性について、以下のステップを完了してください。

a. [User pool attribute] (ユーザープール属性) 列から属性を選択します。これは、ユーザープール内
のユーザープロファイルに割り当てられる属性です。カスタム属性は、標準属性の後にリストさ
れます。

b. [<provider> attribute] (<プロバイダー> 属性) 列から属性を選択します。これは、プロバイダー
ディレクトリから渡される属性になります。ソーシャルプロバイダーの既知の属性は、ドロップ
ダウンリストに表示されます。

c. IdP と Amazon Cognito の間に追加の属性をマッピングするには、[Add another attribute] (その他
の属性を追加) を選択します。

6. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

SAML プロバイダー属性マッピングを指定する

1. Amazon Cognito コンソールにサインインします。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力
します。
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2. ナビゲーションペインで [User Pools] (ユーザープール) を選択してから、編集するユーザープールを
選択します。

3. [Sign-in experience] (サインインエクスペリエンス) タブを選択し、[Federated sign-in] (フェデレー
ションサインイン) を検索します。

4. [Add an identity provider] (ID プロバイダーの追加) を選択するか、設定した SAML IdP を選択しま
す。[Attribute mapping] (属性マッピング) を探し、[Edit] (編集) を選択します。SAML IdP の詳細につ
いては、「ユーザープールへの SAML ID プロバイダーの追加 (p. 88)」を参照してください。

5. マッピングする必要のある各属性について、以下のステップを完了してください。

a. [User pool attribute] (ユーザープール属性) 列から属性を選択します。これは、ユーザープール内
のユーザープロファイルに割り当てられる属性です。カスタム属性は、標準属性の後にリストさ
れます。

b. [SAML attribute] (SAML 属性) 列から属性を選択します。これは、プロバイダーディレクトリから
渡される属性になります。

IdP は、参考として SAML アサーションのサンプルを提供する場合があります。IdP の中に
は、email などの単純な名前を使用するものもあれば、次のような URL 形式の属性名を使用す
るものもあります。

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress

c. IdP と Amazon Cognito の間に追加の属性をマッピングするには、[Add another attribute] (その他
の属性を追加) を選択します。

6. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

ユーザープールの ID プロバイダー属性マッピングを指定する 
(AWS CLI および AWS API)
以下のコマンドを使用して、ユーザープールの IdP 属性マッピングを指定します。

プロバイダーの作成時に属性マッピングを指定する

• AWS CLI: aws cognito-idp create-identity-provider

メタデータファイルの例: aws cognito-idp create-identity-provider --user-pool-
id <user_pool_id> --provider-name=SAML_provider_1 --provider-type SAML --
provider-details file:///details.json --attribute-mapping email=http://
schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress

ここでは details.json に以下が含まれます。

{  
    "MetadataFile": "<SAML metadata XML>"
}

Note

<SAML ##### XML> に引用符が (") 含まれる場合は、エスケープ (\") する必要があります。

メタデータ URL の例: aws cognito-idp create-identity-provider --user-pool-
id <user_pool_id> --provider-name=SAML_provider_1 --provider-type SAML --
provider-details MetadataURL=<metadata_url> --attribute-mapping email=http://
schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress

• AWS API: CreateIdentityProvider
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既存の IdP の属性マッピングを指定するには

• AWS CLI: aws cognito-idp update-identity-provider

例: aws cognito-idp update-identity-provider --user-pool-id <user_pool_id>
--provider-name <provider_name> --attribute-mapping email=http://
schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress

• AWS API: UpdateIdentityProvider

特定の IdP の属性マッピングに関する情報を取得するには

• AWS CLI: aws cognito-idp describe-identity-provider

例: aws cognito-idp describe-identity-provider --user-pool-id <user_pool_id> --
provider-name <provider_name>

• AWS API: DescribeIdentityProvider

フェデレーションユーザーを既存のユーザープロファ
イルにリンクする
多くの場合、同じユーザーが、ユーザープールに接続している複数の ID プロバイダー (IdP) にプロファイ
ルを持っています。Amazon Cognito では、ユーザーが出現するたびにディレクトリ内の同じユーザープ
ロファイルにリンクできます。このようにして、複数の IdP ユーザーを持つ 1 人のユーザーが、アプリで
一貫したエクスペリエンスを持つことができます。AdminLinkProviderForUser は、フェデレーションディ
レクトリ内のユーザーの一意の ID をユーザープール内のユーザーとして認識するように Amazon Cognito 
に指示します。ユーザープール内のユーザーは、ユーザープロファイルに関連付けられているフェデレー
ション ID が 0 個以上ある場合、課金の目的で 1 人の月間アクティブユーザー (MAU) としてカウントされ
ます。

フェデレーションユーザーがユーザープールにサインインすると、Amazon Cognito は IdP の名前をプレ
フィックスとするジャストインタイムユーザープロファイルを作成します。ユーザープールでユーザーを
検索すると、リンクされたネイティブユーザーと自動的に作成されたフェデレーションユーザーの両方を
見つけることができます。トークンの場合、リンクされたユーザーの ID クレームは、そのフェデレーショ
ンプロファイルから発信されます。アクセスクレームはネイティブプロファイルから発信されます。

Important

AdminLinkProviderForUser は、外部フェデレーション ID を持つユーザーが、ユーザープー
ル内の既存のユーザーとしてサインインすることを許可するため、アプリケーション所有者に
よって信頼されている外部 IdP およびプロバイダー属性でのみ使用されることが重要です。

例えば、複数のお客様と共有するアプリを使用するマネージドサービスプロバイダー (MSP) の場合で
す。お客様はそれぞれ、Active Directory Federation Services (ADFS) を使用してアプリにサインインしま
す。IT 管理者 Carlos は、各お客様のドメインにアカウントを持っています。IdP に関係なく、Carlos がサ
インインするたびにアプリ管理者として認識されるようにします。

ADFS IdP は、Carlos の SAML アサーションの email クレームで Carlos の E メールアドレス
msp_carlos@example.com を Amazon Cognito に提示します。ユーザー名 Carlos を使用してユー
ザープールにユーザーを作成します。以下の AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドは、IdPs 
ADFS1、ADFS2、ADFS3 から Carlos の ID をリンクします。

Note

特定の属性クレームに基づいてユーザーをリンクできます。この機能は SAML IdP に固有です。
他のプロバイダータイプでは、固定ソース属性に基づいてリンクする必要があります。詳細に
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ついては、「AdminLinkProviderForUser」を参照してください。OIDC またはソーシャル IdP を
ユーザープロファイルにリンクするとき、ProviderAttributeName に Cognito_Subject を
設定する必要があります。ProviderAttributeValue は、IdP のユーザーの一意の識別子でな
ければなりません。

aws cognito-idp admin-link-provider-for-user \
--user-pool-id us-east-1_EXAMPLE \
--destination-user ProviderAttributeValue=Carlos,ProviderName=Cognito \
--source-user 
 ProviderName=ADFS1,ProviderAttributeName=email,ProviderAttributeValue=msp_carlos@example.com

aws cognito-idp admin-link-provider-for-user \
--user-pool-id us-east-1_EXAMPLE \
--destination-user ProviderAttributeValue=Carlos,ProviderName=Cognito \
--source-user 
 ProviderName=ADFS2,ProviderAttributeName=email,ProviderAttributeValue=msp_carlos@example.com

aws cognito-idp admin-link-provider-for-user \
--user-pool-id us-east-1_EXAMPLE \
--destination-user ProviderAttributeValue=Carlos,ProviderName=Cognito \
--source-user 
 ProviderName=ADFS3,ProviderAttributeName=email,ProviderAttributeValue=msp_carlos@example.com

ユーザープールのユーザープロファイル Carlos は、次の identities 属性を持つようになりました。

[{ 
    "userId": "msp_carlos@example.com", 
    "providerName": "ADFS1", 
    "providerType": "SAML", 
    "issuer": "http://auth.example.com", 
    "primary": false, 
    "dateCreated": 111111111111111
}, { 
    "userId": "msp_carlos@example.com", 
    "providerName": "ADFS2", 
    "providerType": "SAML", 
    "issuer": "http://auth2.example.com", 
    "primary": false, 
    "dateCreated": 111111111111111
}, { 
    "userId": "msp_carlos@example.com", 
    "providerName": "ADFS3", 
    "providerType": "SAML", 
    "issuer": "http://auth3.example.com", 
    "primary": false, 
    "dateCreated": 111111111111111
}]

フェデレーションユーザーのリンクについて知っておくべきこと

• 各ユーザープロファイルに最大 5 人のフェデレーションユーザーをリンクできます。
• フェデレーションユーザーは、既存のフェデレーションユーザープロファイルまたはネイティブユー

ザーにリンクできます。
• AWS Management Console で、プロバイダーをユーザープロファイルにリンクすることはできません。
• ユーザーの ID トークンには、identities クレームに関連するすべてのプロバイダーが含まれます。
• AdminSetUserPassword API リクエストで、自動的に作成されたフェデレーションユーザープロファ

イルのパスワードを設定できます。その後、そのユーザーのステータスは EXTERNAL_PROVIDER から
CONFIRMED に変わります。この状態のユーザーは、フェデレーションユーザーとしてサインインし、
リンクされたネイティブユーザーのように API で認証フローを開始できます。また、ChangePassword
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や UpdateUserAttributes などのトークン認証された API リクエストでパスワードや属性を変更するこ
ともできます。セキュリティのベストプラクティスとして、またユーザーを外部 IdP と同期した状態を
維持するため、フェデレーションユーザープロファイルにパスワードを設定しないでください。代わり
に、AdminLinkProviderForUser でユーザーをネイティブプロファイルにリンクしてください。

AWS SDK での追加のコマンド構文と例については、「AdminLinkProviderForUser」を参照してくださ
い。

Lambda トリガーを使用したユーザープールワーク
フローのカスタマイズ

Lambda 関数を作成してから、ユーザーのサインアップ、確認、およびサインイン (認証) などのユーザー
プール操作中に Lambda トリガーを使用してこの関数を有効化できます。認証チャレンジの追加、ユー
ザーの移行、検証メッセージのカスタマイズを行うことができます。

Lambda トリガーは、ユーザーがユーザープールでアクションを開始した後に Amazon Cognito がユー
ザーに配信するレスポンスをカスタマイズできます。例えば、他の方法では成功するはずのユーザーによ
るサインインを禁止したり、ID トークンにクレームを追加したりできます。また、お客様の AWS 環境、
外部 API、データベース、ID ストアに対してジャストインタイムオペレーションを実行することもできま
す。例えば、ユーザー移行のトリガーでは、外部アクションと Amazon Cognito の変更を組み合わせるこ
とができます。つまり、外部ディレクトリでユーザー情報を検索し、その外部情報に基づいて新しいユー
ザーに属性を設定できます。

Lambda トリガーをユーザープールに割り当てると、Amazon Cognito はデフォルトのフローを中断して関
数から情報をリクエストします。Amazon Cognito は JSON イベントを生成し、それを関数に渡します。
イベントには、ユーザーアカウントの作成、サインイン、パスワードのリセット、または属性の更新を求
めるユーザーのリクエストに関する情報が含まれます。これで、関数がアクションを実行、またはイベン
トを変更せずに送り返すことができます。

次の表は、Lambda トリガーを使用してユーザープールオペレーションをカスタマイズする方法をまとめ
たものです。

ユーザープールフロー オペレーション 説明

認証チャレンジの定義 カスタム認証フローでの次の
チャレンジを決定する

認証チャレンジの作成 カスタム認証フローでのチャレ
ンジを作成する

カスタム認証フロー

認証チャレンジレスポンスの確
認

カスタム認証フローでのレスポ
ンスが正しいかどうかを判断す
る

the section called “認証前の 
Lambda トリガー” (p. 130)

サインインリクエストを承認ま
たは拒否するカスタム検証

the section called “認証後の 
Lambda トリガー” (p. 132)

カスタム分析用のイベントをロ
グに記録する

認証イベント

the section called “トーク
ン生成前の Lambda トリ
ガー” (p. 146)

トークンの主張を強化または制
限する
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ユーザープールフロー オペレーション 説明

the section called “サイン
アップ前の Lambda トリ
ガー” (p. 120)

サインアップリクエストを承認
または拒否するカスタム検証を
実行する

the section called “確認後の 
Lambda トリガー” (p. 127)

カスタム分析用のカスタムウェ
ルカムメッセージまたはイベン
トログ記録を作成する

サインアップ

the section called “ユーザー移行
の Lambda トリガー” (p. 150)

既存のユーザーディレクトリか
らユーザープールにユーザーを
移行する

メッセージ the section called “カスタム
メッセージの Lambda トリ
ガー” (p. 154)

メッセージの高度なカスタマイ
ズとローカライズを実行する

トークンの作成 the section called “トーク
ン生成前の Lambda トリ
ガー” (p. 146)

ID トークンの属性を追加または
削除する

E メールと SMS のサードパー
ティープロバイダー

the section called “カスタ
ム送信者の Lambda トリ
ガー” (p. 159)

サードパーティープロバイダー
を使用して SMS メッセージと E 
メールメッセージを送信する

トピック
• 重要な考慮事項 (p. 112)
• ユーザープールの Lambda トリガーの追加 (p. 113)
• ユーザープールの Lambda トリガーイベント (p. 114)
• ユーザープールの Lambda トリガーの一般的なパラメータ (p. 114)
• Lambda トリガーへの API オペレーションの接続 (p. 115)
• Lambda トリガーのユーザープールの機能オペレーションへの接続 (p. 118)
• サインアップ前の Lambda トリガー (p. 120)
• 確認後の Lambda トリガー (p. 127)
• 認証前の Lambda トリガー (p. 130)
• 認証後の Lambda トリガー (p. 132)
• カスタム認証チャレンジの Lambda トリガー (p. 136)
• トークン生成前の Lambda トリガー (p. 146)
• ユーザー移行の Lambda トリガー (p. 150)
• カスタムメッセージの Lambda トリガー (p. 154)
• カスタム送信者の Lambda トリガー (p. 159)

重要な考慮事項
Lambda 関数を使用する前に、以下の点を考慮します。

• カスタム送信者の Lambda トリガーを除き、Amazon Cognito は Lambda 関数を同期的に呼び出しま
す。Amazon Cognito が Lambda 関数を呼び出したら、5 秒以内に応答する必要があります。応答しな
い場合は、Amazon Cognito が呼び出しを再試行します。試行が 3 回失敗すると、関数はタイムアウト
します。この 5 秒のタイムアウト値を変更することはできません。詳細については、「Lambda プログ
ラミングモデル」を参照してください。
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• Lambda トリガーを削除する場合は、ユーザープール内の対応するトリガーを更新する必要がありま
す。例えば、認証後トリガーを削除した場合は、ユーザープール内の対応する認証後トリガーを [なし] 
に設定する必要があります。

• ユーザーが Amazon Cognito でホストされる UI を使用している場合、カスタム送信者の Lambda トリ
ガーを除き、Amazon Cognito がコールバック URL に追加するクエリパラメータで Lambda トリガーが
生成するエラーを確認できます。ベストプラクティスとして、Lambda 関数では、ユーザーに表示させ
るエラーのみを生成します。Lambda トリガー自体に機密情報またはデバッグ情報を記録します。

• Lambda トリガーを Amazon Cognito コンソールの外部で作成する場合は、Lambda 関数にアクセ
ス許可を追加する必要があります。アクセス権限を追加すると、Amazon Cognito はユーザープール
の代わりに関数を呼び出すことができます。Lambda コンソールから権限を追加、または Lambda
AddPermission 操作を使用することができます。

Lambda リソースベースのポリシーの例

次の Lambda リソースベースのポリシーの例では、Lambda 関数を呼び出す Amazon Cognito の限
定的な機能が付与されます。Amazon Cognito は、aws:SourceArn の条件でのユーザープールと
aws:SourceAccount 条件でのアカウントの両方に代わって関数を呼び出す場合にのみ、関数を呼び出
すことができます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "default", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "lambda-allow-cognito", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "cognito-idp.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "lambda:InvokeFunction", 
            "Resource": "<your Lambda function ARN>", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "AWS:SourceAccount": "<your account number>" 
                }, 
                "ArnLike": { 
                    "AWS:SourceArn": "<your user pool ARN>" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

ユーザープールの Lambda トリガーの追加
コンソールを使用してユーザープールの Lambda トリガーを追加する

1. Lambda コンソールを使用して Lambda 関数を作成します。Lambda 関数の詳細については、AWS 
Lambda デベロッパーガイドを参照してください。

2. [Amazon Cognito console] (Amazon Cognito コンソール) に移動し、[User Pools] (ユーザープール) を
選択します。

3. リストから既存のユーザープールを選択するか、ユーザープールを作成します。
4. [] (ユーザープールのプロパティ) タブを選択し、[Lambda triggers] (Lambda トリガー) を検索しま

す。
5. [Add a Lambda trigger] (Lambda トリガーの追加) を選択します。
6. カスタマイズする認証のステージに基づいて、Lambda トリガーカテゴリを選択します。
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7. [Assign Lambda function] (Lambda 関数の割り当て) を選択して、AWS リージョン ユーザープールと
同じ関数を選択します。

Note

AWS Identity and Access Management (IAM) 認証情報に Lambda 関数を更新する権限がある
場合、Amazon Cognito は Lambda リソースベースのポリシーを追加します。このポリシー
を使用すると、Amazon Cognito は選択した関数を呼び出すことができます。サインインした
認証情報に十分な IAM アクセス権限がない場合は、リソースベースのポリシーを個別に更新
する必要があります。詳細については、「the section called “重要な考慮事項” (p. 112)」を
参照してください。

8. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。
9. Lambda コンソールで CloudWatch を使用して、Lambda 関数をログすることができます。詳細につ

いては、「Accessing CloudWatch Logs for Lambda」を参照してください。

ユーザープールの Lambda トリガーイベント
Amazon Cognito は Lambda 関数にイベント情報を渡します。Lambda 関数はレスポンスで、同じイベン
トオブジェクトを変更と共に Amazon Cognito に返します。以下のイベントは、Lambda トリガーの一般
的なパラメータを示しています。

JSON

{ 
    "version": "string", 
    "triggerSource": "string", 
    "region": AWSRegion, 
    "userPoolId": "string", 
    "userName": "string", 
    "callerContext":  
        { 
            "awsSdkVersion": "string", 
            "clientId": "string" 
        }, 
    "request": 
        { 
            "userAttributes": { 
                "string": "string", 
                .... 
            } 
        }, 
    "response": {}
}

ユーザープールの Lambda トリガーの一般的なパラ
メータ
バージョン

Lambda 関数のバージョン番号。
triggerSource

Lambda 関数をトリガーしたイベントの名前。各 triggerSource の説明については、「Lambda トリ
ガーのユーザープールの機能オペレーションへの接続 (p. 118)」を参照してください。
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region

AWSRegion インスタンスとしての AWS リージョン。
userPoolId

ユーザープールの ID。
userName

現在のユーザーのユーザー名。
callerContext

リクエストとコード環境に関するメタデータ。これには、[awsSdkVersion] と [clientId] フィールドが
含まれています。
awsSdkVersion

リクエストを生成した AWS SDK のバージョン。
clientId

ユーザープールアプリクライアントの ID。
リクエスト

ユーザーの API リクエストの詳細。以下のフィールドと、トリガーに固有のリクエストパラメータが
含まれます。例えば、Amazon Cognito が事前認証トリガーに送信するイベントには userNotFound
パラメータも含まれます。ユーザーが未登録のユーザー名でサインインしようとしたときに、このパ
ラメータの値を処理してカスタムアクションを実行できます。
userAttributes

ユーザー属性の名前と値の 1 つ以上のキーと値のペア。例: "email": 
"john@example.com"。

レスポンス

このパラメータには、元のリクエストの情報は含まれていません。Lambda 関数はイベント全体を 
Amazon Cognito に返し、返されるパラメータは response に追加する必要があります。関数に含め
ることができる返されるパラメータを確認するには、使用するトリガーのドキュメントを参照してく
ださい。

Lambda トリガーへの API オペレーションの接続
以下のセクションでは、Amazon Cognito がユーザープールのアクティビティから呼び出す Lambda トリ
ガーについて説明します。

アプリが Amazon Cognito ユーザープールのネイティブ API、ホストされた UI、または OIDC API を介
してユーザーをサインインさせると、Amazon Cognito はセッションコンテキストに基づいて Lambda 関
数を呼び出します。Amazon Cognito ユーザープールのネイティブ API および OIDC API の詳細について
は、「Amazon Cognito ネイティブの API と OIDC API を使用する (p. 39)」を参照してください。次の
セクションの表では、Amazon Cognito が関数を呼び出す原因となるイベントと、Amazon Cognito がリク
エストに含める triggerSource 文字列について説明します。

トピック
• Amazon Cognito API の Lambda トリガー (p. 116)
• ホストされた UI の Amazon Cognito ネイティブユーザーの Lambda トリガー (p. 117)
• フェデレーティッドユーザーの Lambda トリガー (p. 118)
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Amazon Cognito API の Lambda トリガー
次の表は、アプリがユーザープールのネイティブユーザーを作成、サインイン、または更新するときに 
Amazon Cognito が呼び出すことができる Lambda トリガーのソース文字列を示しています。

Amazon Cognito API のネイティブユーザートリガーソース

API オペレーション Lambda トリガー トリガーソース

サインアップ前 PreSignUp_AdminCreateUser

トークン生成前 TokenGeneration_NewPasswordChallenge

カスタムメッセージ CustomMessage_AdminCreateUser

カスタム E メール送信者 CustomEmailSender_AdminCreateUser

AdminCreateUser

カスタム SMS 送信者 CustomSMSSender_AdminCreateUser

サインアップ前 PreSignUp_SignUp

カスタムメッセージ CustomMessage_SignUp

カスタム E メール送信者 CustomEmailSender_SignUp

SignUp

カスタム SMS 送信者 CustomSMSSender_SignUp

ConfirmSignUp

AdminConfirmSignUp

確認後 PostConfirmation_ConfirmSignUp

認証前 PreAuthentication_Authentication

認証チャレンジの定義 DefineAuthChallenge_Authentication

認証チャレンジの作成 CreateAuthChallenge_Authentication

トークン生成前 TokenGeneration_Authentication

TokenGeneration_AuthenticateDevice

TokenGeneration_RefreshTokens

ユーザー移行 UserMigration_Authentication

カスタムメッセージ CustomMessage_Authentication

カスタム E メール送信者 CustomEmailSender_AccountTakeOverNotification

InitiateAuth

AdminInitiateAuth

カスタム SMS 送信者 CustomSMSSender_Authentication

ユーザー移行 UserMigration_ForgotPassword

カスタムメッセージ CustomMessage_ForgotPassword

カスタム E メール送信者 CustomEmailSender_ForgotPassword

ForgotPassword

カスタム SMS 送信者 CustomSMSSender_ForgotPassword

ConfirmForgotPassword 確認後 PostConfirmation_ConfirmForgotPassword

UpdateUserAttributes カスタムメッセージ CustomMessage_UpdateUserAttribute
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API オペレーション Lambda トリガー トリガーソース

カスタム E メール送信者 CustomEmailSender_UpdateUserAttributeAdminUpdateUserAttributes

カスタム SMS 送信者 CustomSMSSender_UpdateUserAttribute

カスタムメッセージ CustomMessage_VerifyUserAttribute

カスタム E メール送信者 CustomEmailSender_VerifyUserAttribute

VerifyUserAttributes

カスタム SMS 送信者 CustomSMSSender_VerifyUserAttribute

ホストされた UI の Amazon Cognito ネイティブユーザーの 
Lambda トリガー
次の表は、ネイティブユーザーがホストされた UI でユーザープールにサインインするときに Amazon 
Cognito が呼び出すことができる Lambda トリガーのソース文字列を示しています。

ホストされた UI のネイティブユーザートリガーソース

ホストされた UI URI Lambda トリガー トリガーソース

サインアップ前 PreSignUp_SignUp

カスタムメッセージ CustomMessage_SignUp

カスタム E メール送信者 CustomEmailSender_SignUp

/signup

カスタム SMS 送信者 CustomSMSSender_SignUp

/confirmuser 確認後 PostConfirmation_ConfirmSignUp

認証前 PreAuthentication_Authentication

認証チャレンジの定義 DefineAuthChallenge_Authentication

認証チャレンジの作成 CreateAuthChallenge_Authentication

トークン生成前 TokenGeneration_Authentication

TokenGeneration_AuthenticateDevice

TokenGeneration_RefreshTokens

ユーザー移行 UserMigration_Authentication

カスタムメッセージ CustomMessage_Authentication

カスタム E メール送信者 CustomEmailSender_AccountTakeOverNotification

/login

カスタム SMS 送信者 CustomSMSSender_Authentication

ユーザー移行 UserMigration_ForgotPassword

カスタムメッセージ CustomMessage_ForgotPassword

カスタム E メール送信者 CustomEmailSender_ForgotPassword

/forgotpassword

カスタム SMS 送信者 CustomSMSSender_ForgotPassword
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ホストされた UI URI Lambda トリガー トリガーソース

/confirmforgotpassword 確認後 PostConfirmation_ConfirmForgotPassword

フェデレーティッドユーザーの Lambda トリガー
次の Lambda トリガーを使用して、フェデレーションプロバイダーでサインインするユーザーのユーザー
プールのワークフローをカスタマイズできます。

Note

フェデレーションユーザーは Amazon Cognito でホストされている UI を使用してサインインで
き、また、ID プロバイダーのサインインページにサイレントリダイレクトするリクエストを 認可
エンドポイント (p. 581) に 生成することもできます。Amazon Cognito ネイティブ API を使用
してフェデレーションユーザーをサインインすることはできません。

フェデレーティッドユーザートリガーのソース

サインインイベント Lambda トリガー トリガーソース

サインアップ前 PreSignUp_ExternalProvider

確認後 PostConfirmation_ConfirmSignUp

初回サインイン

トークン生成前 TokenGeneration_HostedAuth

確認後 PreAuthentication_Authentication

認証後 PostAuthentication_Authentication

その後のサインイン

トークン生成前 TokenGeneration_HostedAuth

フェデレーティッドサインインは、ユーザープールの カスタム認証チャレンジの Lambda トリ
ガー (p. 136)、ユーザー移行の Lambda トリガー (p. 150)、カスタムメッセージの Lambda トリ
ガー (p. 154)、または カスタム送信者の Lambda トリガー (p. 159) を呼び出しません。

Lambda トリガーのユーザープールの機能オペレー
ションへの接続
各 Lambda トリガーは、ユーザープールで機能的な役割を果たします。例えば、トリガーを使用してサ
インアップフローを変更したり、カスタム認証チャレンジを追加したりできます。Amazon Cognito が 
Lambda 関数に送信するイベントには、その機能ロールを構成する複数のアクションのうちの 1 つが反映
されます。例えば、Amazon Cognito は、ユーザーがサインアップしたとき、およびユーザーを作成した
ときに、事前サインアップトリガーを呼び出します。同じ機能的役割を持つ、これらのさまざまなケース
には、それぞれ独自の triggerSource 値があります。Lambda 関数は、呼び出したオペレーションに基
づいて受信イベントを異なる方法で処理できます。

また Amazon Cognito は、イベントがトリガーソースに対応するときに、割り当てられたすべての関数を
呼び出します。例えば、ユーザー移行トリガーと事前認証トリガーを割り当てたユーザープールにユー
ザーがサインインすると、両方がアクティブになります。

サインアップ、確認、およびサインイン (認証) トリガー

トリガー triggerSource 値 イベント

サインアップ前 PreSignUp_SignUp サインアップ前。

118



Amazon Cognito デベロッパーガイド
機能ごとの Lambda トリガーのソース

トリガー triggerSource 値 イベント

サインアップ前 PreSignUp_AdminCreateUser 管理者が新しいユーザーを作成
するときのサインアップ前

サインアップ前 PreSignUp_ExternalProvider 外部 ID プロバイダーのサイン
アップ前。

確認後 PostConfirmation_ConfirmSignUpサインアップの確認後。

確認後 PostConfirmation_ConfirmForgotPasswordパスワードを忘れた場合の確認
後。

認証前 PreAuthentication_Authentication認証前。

認証後 PostAuthentication_Authentication認証後。

カスタム認証チャレンジトリガー

Trigger triggerSource 値 イベント

認証チャレンジの定義 DefineAuthChallenge_Authentication認証チャレンジの定義。

認証チャレンジの作成 CreateAuthChallenge_Authentication認証チャレンジの作成。

認証チャレンジの検証。 VerifyAuthChallengeResponse_Authentication認証チャレンジレスポンスの確
認。

トークン生成前トリガー

Trigger triggerSource 値 イベント

トークン生成前 TokenGeneration_HostedAuth Amazon Cognito は、のホストさ
れた UI のサインインページから
ユーザーを認証します。

トークン生成前 TokenGeneration_Authenticationユーザー認証フローが完了しま
した。

トークン生成前 TokenGeneration_NewPasswordChallenge管理者がユーザーを作成しま
す。ユーザーが一時パスワー
ドを変更する必要があるとき
に、Amazon Cognito は、これを
呼び出します。

トークン生成前 TokenGeneration_AuthenticateDeviceユーザーデバイスの認証の終
了。

トークン生成前 TokenGeneration_RefreshTokensユーザーは、ID およびアクセ
ストークンを更新しようとしま
す。

移行ユーザートリガー

Trigger triggerSource 値 イベント

ユーザー移行 UserMigration_Authenticationサインイン時のユーザー移行。

119



Amazon Cognito デベロッパーガイド
サインアップ前の Lambda トリガー

Trigger triggerSource 値 イベント

ユーザー移行 UserMigration_ForgotPasswordパスワードを忘れた場合のフ
ロー実行時のユーザー移行

カスタムメッセージトリガー

Trigger triggerSource 値 イベント

カスタムメッセージ CustomMessage_SignUp ユーザーがユーザープールにサ
インアップしたときのカスタム
メッセージ。

カスタムメッセージ CustomMessage_AdminCreateUser管理者としてユーザーを作成
し、Amazon Cognito から一時パ
スワードが送信されるときのカ
スタムメッセージ。

カスタムメッセージ CustomMessage_ResendCode 既存のユーザーが新しい確認
コードをリクエストしたときの
カスタムメッセージ。

カスタムメッセージ CustomMessage_ForgotPasswordユーザーがパスワードのリセッ
トを要求したときのカスタム
メッセージ。

カスタムメッセージ CustomMessage_UpdateUserAttributeユーザーが E メールアドレスま
たは電話番号を変更し、Amazon 
Cognito が検証コードを送信した
ときのカスタムメッセージ。

カスタムメッセージ CustomMessage_VerifyUserAttributeユーザーが E メールアドレスま
たは電話番号を追加し、Amazon 
Cognito が検証コードを送信した
ときのカスタムメッセージ。

カスタムメッセージ CustomMessage_AuthenticationSMS MFA を設定したユーザーが
サインインしたときのカスタム
メッセージ。

サインアップ前の Lambda トリガー
Amazon Cognito は、新しいユーザーをサインアップする直前に、サインアップ前の AWS Lambda 関数を
アクティブにします。サインアッププロセスの一環として、この関数を使用してカスタム検証を実行し、
検証の結果に基づいて、登録リクエストを受け入れるか拒否することができます。

トピック
• サインアップ前の Lambda フロー (p. 121)
• サインアップ前の Lambda トリガーのパラメータ (p. 121)
• サインアップのチュートリアル (p. 123)
• サインアップ前の例: 登録済みドメインのユーザーを自動確認する (p. 123)
• サインアップ前の例: すべてのユーザーを自動確認して自動検証する (p. 125)
• サインアップ前の例:ユーザー名が 5 文字未満の場合にサインアップを拒否する (p. 126)
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サインアップ前の Lambda フロー
クライアントのサインアップフロー

サーバーのサインアップフロー

リクエストには、クライアントからの検証データが含まれます。このデータは、ユーザープールの SignUp 
と AdminCreateUser の API メソッドに渡された ValidationData 値に基づきます。

サインアップ前の Lambda トリガーのパラメータ
これらは、Amazon Cognito が共通パラメータのイベント情報と共にこの Lambda 関数に渡すパラメータ
です。

JSON

{ 
    "request": { 
        "userAttributes": { 
            "string": "string", 
            . . . 
        }, 
        "validationData": { 
            "string": "string", 
            . . . 
         }, 
        "clientMetadata": { 
            "string": "string", 
            . . . 
         } 
    }, 

    "response": { 
        "autoConfirmUser": "boolean", 
        "autoVerifyPhone": "boolean", 
        "autoVerifyEmail": "boolean" 
    }
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}

サインアップ前のリクエストパラメータ

userAttributes

ユーザー属性を表す 1 つ以上の名前 - 値ペア。属性名はキーです。
validationData

ユーザー登録リクエストに検証データを含む 1 つ以上の名前 - 値ペア。検証データは設定されて
からユーザー登録リクエストでクライアントから渡されます。このデータは、InitiateAuth および
AdminInitiateAuth API アクションで ClientMetadata パラメータを使用することによって Lambda 関数
に渡すことができます。

clientMetadata

サインアップ前のトリガーに指定する Lambda 関数へのカスタム入
力として提供できる 1 つ、または複数のキー/値ペア。このデータ
は、AdminCreateUser、AdminRespondToAuthChallenge、ForgotPassword、および SignUp の API 
アクションで ClientMetadata パラメータを使用することによって Lambda 関数に渡すことができま
す。

サインアップ前のレスポンスパラメータ
ユーザーを自動的に確認する場合は、レスポンスで autoConfirmUser を true に設定
できます。autoVerifyEmail を true に設定してユーザーの E メールを自動検証できま
す。autoVerifyPhone を true に設定してユーザーの電話番号を自動検証できます。

Note

レスポンスパラメータの autoVerifyPhone、autoVerifyEmail、および autoConfirmUser
は、サインアップ前の Lambda が AdminCreateUser API によってトリガーされる場
合、Amazon Cognito によって無視されます。

autoConfirmUser

ユーザーを自動的に確認する場合は true に、それ以外の場合は false に設定します。
autoVerifyEmail

true に設定すると、サインアップしたユーザーの E メールアドレスを検証済みとして設定します。
それ以外の場合は false です。autoVerifyEmail が true に設定されている場合、email 属性は
有効な null 以外の値である必要があります。それ以外の場合はエラーが発生し、ユーザーがサイン
アップを完了できません。

email 属性がエイリアスとして選択されている場合、autoVerifyEmail が設定されていると、ユー
ザーの E メールアドレスのエイリアスが自動的に作成されます。その E メールアドレスのエイリアス
が既に存在している場合は、エイリアスは新規ユーザーに移動され、以前のユーザーの E メールアド
レスは未検証としてマークされます。詳細については、「ログイン属性のカスタマイズ (p. 263)」を
参照してください。

autoVerifyPhone

true に設定すると、サインアップしたユーザーの電話番号を検証済みとして設定します。それ以外
の場合は false です。autoVerifyPhone が true に設定されている場合、phone_number 属性
は有効な null 以外の値である必要があります。それ以外の場合はエラーが発生し、ユーザーがサイン
アップを完了できません。

phone_number 属性がエイリアスとして選択されている場合、autoVerifyPhone が設定されてい
ると、ユーザーの電話番号のエイリアスが自動的に作成されます。その電話番号のエイリアスが既に
存在している場合、エイリアスは新規ユーザーに移動され、以前のユーザーの電話番号は未検証とし
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てマークされます。詳細については、「ログイン属性のカスタマイズ (p. 263)」を参照してくださ
い。

サインアップのチュートリアル
サインアップ前の Lambda 関数は、ユーザーのサインアップ前にトリガーされま
す。JavaScript、Android、および iOS に関する以下の Amazon Cognito サインアップチュートリアルを参
照してください。

プラットフォーム チュートリアル

JavaScript ID SDK JavaScript でのユーザーのサインアップ

Android ID SDK Android でのユーザーのサインアップ

iOS ID SDK iOS でのユーザーのサインアップ

サインアップ前の例: 登録済みドメインのユーザーを自動確認す
る
サインアップ前の Lambda トリガーを使用して、ユーザープールにサインアップする新しいユーザーを検
証するためのカスタムロジックを追加できます。これは、新しいユーザーにサインアップする方法を示す
サンプルの JavaScript プログラムです。これは認証の一環としてサインアップ前の Lambda トリガーを呼
び出します。

JavaScript

var attributeList = [];
var dataEmail = { 
    Name : 'email', 
    Value : '...' // your email here
};
var dataPhoneNumber = { 
    Name : 'phone_number', 
    Value : '...' // your phone number here with +country code and no delimiters in 
 front
};

var dataEmailDomain = { 
    Name: "custom:domain", 
    Value: "example.com"
}
var attributeEmail =  
new AmazonCognitoIdentity.CognitoUserAttribute(dataEmail);
var attributePhoneNumber =  
new AmazonCognitoIdentity.CognitoUserAttribute(dataPhoneNumber);
var attributeEmailDomain =  
new AmazonCognitoIdentity.CognitoUserAttribute(dataEmailDomain); 
  
attributeList.push(attributeEmail);
attributeList.push(attributePhoneNumber);
attributeList.push(attributeEmailDomain); 
  
var cognitoUser;
userPool.signUp('username', 'password', attributeList, null, function(err, result){ 
    if (err) { 
        alert(err); 
        return; 
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    } 
    cognitoUser = result.user; 
    console.log('user name is ' + cognitoUser.getUsername());
});

以下は、ユーザープールサインアップ前の Lambda トリガーを使用してサインアップ直前に呼び出される
サンプル Lambda トリガーです。これは、カスタム属性の [custom:domain] を使用して特定の E メール
ドメインからの新しいユーザーを自動的に確認します。このカスタムドメインに属していない新しいユー
ザーは、ユーザープールには追加されますが、自動的には確認されません。

Node.js

exports.handler = (event, context, callback) => { 
    // Set the user pool autoConfirmUser flag after validating the email domain 
    event.response.autoConfirmUser = false; 

    // Split the email address so we can compare domains 
    var address = event.request.userAttributes.email.split("@") 
     
    // This example uses a custom attribute "custom:domain" 
    if (event.request.userAttributes.hasOwnProperty("custom:domain")) { 
        if ( event.request.userAttributes['custom:domain'] === address[1]) { 
            event.response.autoConfirmUser = true; 
        } 
    } 

    // Return to Amazon Cognito 
    callback(null, event);
};

Python

def lambda_handler(event, context): 
    # It sets the user pool autoConfirmUser flag after validating the email domain 
    event['response']['autoConfirmUser'] = False 

    # Split the email address so we can compare domains 
    address = event['request']['userAttributes']['email'].split('@') 

    # This example uses a custom attribute 'custom:domain' 
    if 'custom:domain' in event['request']['userAttributes']: 
        if event['request']['userAttributes']['custom:domain'] == address[1]: 
            event['response']['autoConfirmUser'] = True 

    # Return to Amazon Cognito 
    return event

Amazon Cognito は Lambda 関数にイベント情報を渡します。関数はレスポンスで、同じイベントオブ
ジェクトを変更と共に Amazon Cognito に返します。Lambda コンソールで、Lambda トリガーに関連す
るデータを使用したテストイベントをセットアップできます。以下は、このコードサンプルのテストイベ
ントです。

JSON

{ 
    "request": { 
        "userAttributes": { 
            "email": "testuser@example.com", 
            "custom:domain": "example.com" 
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        } 
    }, 
    "response": {}
}

サインアップ前の例: すべてのユーザーを自動確認して自動検証
する
次の例では、すべてのユーザーを確認し、ユーザーの email 属性と phone_number 属性を検証済みとし
て設定します (属性が存在する場合)。また、エイリアシングが有効になっている場合は、自動検証が設定
されていると、phone_number および email にエイリアスが作成されます。

Note

同じ電話番号のエイリアスが既に存在している場合は、エイリアスは新規ユーザーに移動され、
以前のユーザーの phone_number は未検証としてマークされます。E メールアドレスの場合も
同様です。これを防ぐには、ユーザープール ListUsers API を使用して既存のユーザーの中に、新
しいユーザーの電話番号や E メールアドレスをエイリアスとして既に使用しているユーザーがい
ないかどうかを確認します。

Node.js

const handler = async (event) => { 
  // Confirm the user 
  event.response.autoConfirmUser = true; 
  // Set the email as verified if it is in the request 
  if (event.request.userAttributes.hasOwnProperty("email")) { 
    event.response.autoVerifyEmail = true; 
  } 

  // Set the phone number as verified if it is in the request 
  if (event.request.userAttributes.hasOwnProperty("phone_number")) { 
    event.response.autoVerifyPhone = true; 
  } 

  return event;
};

export { handler };

Python

def lambda_handler(event, context): 
    # Confirm the user 
    event['response']['autoConfirmUser'] = True 

    # Set the email as verified if it is in the request 
    if 'email' in event['request']['userAttributes']: 
        event['response']['autoVerifyEmail'] = True 

    # Set the phone number as verified if it is in the request 
    if 'phone_number' in event['request']['userAttributes']: 
        event['response']['autoVerifyPhone'] = True 

    # Return to Amazon Cognito 
    return event

Amazon Cognito は Lambda 関数にイベント情報を渡します。関数はレスポンスで、同じイベントオブ
ジェクトを変更と共に Amazon Cognito に返します。Lambda コンソールで、Lambda トリガーに関連す
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るデータを使用したテストイベントをセットアップできます。以下は、このコードサンプルのテストイベ
ントです。

JSON

{ 
  "request": { 
    "userAttributes": { 
      "email": "user@example.com", 
      "phone_number": "+12065550100" 
    } 
  }, 
  "response": {}
}

サインアップ前の例:ユーザー名が 5 文字未満の場合にサイン
アップを拒否する
次の例は、サインアップリクエストのユーザー名の長さを調べます。次の例は、ユーザーが 5 文字未満の
名前を入力した場合、エラーを返します。

Node.js

exports.handler = (event, context, callback) => { 
    // Impose a condition that the minimum length of the username is 5 is imposed on 
 all user pools. 
    if (event.userName.length < 5) { 
        var error = new Error("Cannot register users with username less than the 
 minimum length of 5"); 
        // Return error to Amazon Cognito 
        callback(error, event); 
    } 
    // Return to Amazon Cognito 
    callback(null, event);
};

Python

def lambda_handler(event, context): 
    if len(event['userName']) < 5: 
        raise Exception("Cannot register users with username less than the minimum 
 length of 5") 
    # Return to Amazon Cognito 
    return event

Amazon Cognito は Lambda 関数にイベント情報を渡します。関数はレスポンスで、同じイベントオブ
ジェクトを変更と共に Amazon Cognito に返します。Lambda コンソールで、Lambda トリガーに関連す
るデータを使用したテストイベントをセットアップできます。以下は、このコードサンプルのテストイベ
ントです。

JSON

{ 
  "userName": "rroe", 
  "response": {}
}
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確認後の Lambda トリガー
Amazon Cognito は、新しいユーザーの確認後にこのトリガーを呼び出し、カスタムメッセージの送信や
カスタムロジックの追加の実行を可能にします。例えば、このトリガーを使用して新しいユーザーデータ
を収集できます。

リクエストには、確認されたユーザーの現在の属性が含まれています。

トピック
• 確認後の Lambda フロー (p. 127)
• 確認後の Lambda トリガーのパラメータ (p. 128)
• ユーザー確認チュートリアル (p. 128)
• 確認後の例 (p. 128)

確認後の Lambda フロー
クライアントの確認サインアップフロー

サーバーの確認サインアップフロー

パスワードを忘れた場合の確認フロー
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確認後の Lambda トリガーのパラメータ
これらは、Amazon Cognito が共通パラメータのイベント情報と共にこの Lambda 関数に渡すパラメータ
です。

JSON

{ 
    "request": { 
            "userAttributes": { 
                "string": "string", 
                . . . 
            }, 
            "clientMetadata": { 
             "string": "string", 
             . . . 
            } 
        }, 
    "response": {}
}

確認後のリクエストパラメータ

userAttributes

ユーザー属性を表す 1 つ以上のキーバリューペア。
clientMetadata

確認後のトリガーに指定する Lambda 関数へのカスタム入力として提供できる 1 つ、または複数の
キー/値ペア。このデータは、AdminConfirmSignUp、ConfirmForgotPassword、ConfirmSignUp、およ
び SignUp の API アクションで ClientMetadata パラメータを使用することによって Lambda 関数に渡
すことができます。

確認後のレスポンスパラメータ

レスポンスで返される追加の情報は想定されていません。

ユーザー確認チュートリアル
確認後の Lambda 関数は、Amazon Cognito が新しいユーザーを確認した直後にトリガーされま
す。JavaScript、Android、iOS に関する以下のユーザー確認チュートリアルを参照してください。

プラットフォーム チュートリアル

JavaScript ID SDK JavaScript でのユーザーの確認

Android ID SDK Android でのユーザーの確認

iOS ID SDK iOS でのユーザーの確認

確認後の例
この Lambda 関数の例では、Amazon SES を使用してユーザーに確認 E メールメッセージを送信します。
詳細については、Amazon Simple Email Service デベロッパーガイドを参照してください。
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Node.js

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js. Note that this requires
// the `@aws-sdk/client-ses` module to be either bundled with this code or included
// as a Lambda layer.
import { SES, SendEmailCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
const ses = new SES();

const handler = async (event) => { 
  if (event.request.userAttributes.email) { 
    await sendTheEmail( 
      event.request.userAttributes.email, 
      `Congratulations ${event.userName}, you have been confirmed.` 
    ); 
  } 
  return event;
};

const sendTheEmail = async (to, body) => { 
  const eParams = { 
    Destination: { 
      ToAddresses: [to], 
    }, 
    Message: { 
      Body: { 
        Text: { 
          Data: body, 
        }, 
      }, 
      Subject: { 
        Data: "Cognito Identity Provider registration completed", 
      }, 
    }, 
    // Replace source_email with your SES validated email address 
    Source: "<source_email>", 
  }; 
  try { 
    await ses.send(new SendEmailCommand(eParams)); 
  } catch (err) { 
    console.log(err); 
  }
};

export { handler };

Amazon Cognito は Lambda 関数にイベント情報を渡します。関数はレスポンスで、同じイベントオブ
ジェクトを変更と共に Amazon Cognito に返します。Lambda コンソールで、Lambda トリガーに関連す
るデータを使用したテストイベントをセットアップできます。以下は、このコードサンプルのテストイベ
ントです。

JSON

{ 
    "request": { 
        "userAttributes": { 
            "email": "user@example.com", 
            "email_verified": true 
        } 
    }, 
    "response": {}
}
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認証前の Lambda トリガー
Amazon Cognito は、ユーザーがサインインしようとするときにこのトリガーを呼び出し、認証リクエス
トを承認するか拒否するかのカスタム検証を作成できるようにします。

Note

トリガーは、Amazon Cognito がトリガーをアクティブ化する前にユーザープールに存在するユー
ザーによって異なります。

トピック
• 認証前の Lambda フロー (p. 130)
• 認証前の Lambda トリガーのパラメータ (p. 130)
• 認証チュートリアル (p. 131)
• 事前認証の例 (p. 131)

認証前の Lambda フロー
クライアントの認証フロー

サーバー認証フロー

リクエストには、アプリケーションがユーザープールの InitiateAuth および AdminInitiateAuth API オペ
レーションに渡す ClientMetadata 値によるクライアント検証データが含まれます。

詳細については、「ユーザープール認証フロー (p. 32)」を参照してください。

認証前の Lambda トリガーのパラメータ
これらは、Amazon Cognito が共通パラメータのイベント情報と共にこの Lambda 関数に渡すパラメータ
です。
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JSON

{ 
    "request": { 
        "userAttributes": { 
            "string": "string", 
            . . . 
        }, 
        "validationData": { 
            "string": "string", 
            . . . 
        }, 
        "userNotFound": boolean 
    }, 
    "response": {}
}

認証前のリクエストパラメータ

userAttributes

ユーザー属性を表す 1 つ以上の名前 - 値ペア。
userNotFound

ユーザープールクライアントの PreventUserExistenceErrors を ENABLED に設定する
と、Amazon Cognito はこのブール値を入力します。

validationData

ユーザーのサインインリクエストに検証データを含む 1 つ以上のキーバリューペア。このデータを 
Lambda 関数に渡すには、InitiateAuth および AdminInitiateAuth API アクションで ClientMetadata パ
ラメータを使用します。

認証前のレスポンスパラメータ

Amazon Cognito は、レスポンスに追加の戻り情報を期待していません。関数がエラーを返してサインイ
ン試行を拒否したり、API オペレーションを使用してリソースをクエリしたり変更できます。

認証チュートリアル
Amazon Cognito が新しいユーザーにサインインする前に、認証前の Lambda 関数をアクティブ化しま
す。JavaScript、Android、iOS に関する以下のサインインチュートリアルを参照してください。

プラットフォーム チュートリアル

JavaScript ID SDK JavaScript でのユーザーのサインイン

Android ID SDK Android でのユーザーのサインイン

iOS ID SDK iOS でのユーザーのサインイン

事前認証の例
このサンプル関数は、特定のユーザープールのアプリのクライアントからのユーザーがユーザープールに
サインインするのを防ぎます。
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Node.js

const handler = async (event) => { 
  if ( 
    event.callerContext.clientId === "user-pool-app-client-id-to-be-blocked" 
  ) { 
    throw new Error("Cannot authenticate users from this user pool app client"); 
  } 

  return event;
};

export { handler };

Python

def lambda_handler(event, context): 
    if event['callerContext']['clientId'] == "<user pool app client id to be blocked>": 
        raise Exception("Cannot authenticate users from this user pool app client") 

    # Return to Amazon Cognito 
    return event

Amazon Cognito は Lambda 関数にイベント情報を渡します。関数はレスポンスで、同じイベントオブ
ジェクトを変更と共に Amazon Cognito に返します。Lambda コンソールで、Lambda トリガーに関連す
るデータを使用したテストイベントをセットアップできます。以下は、このコードサンプルのテストイベ
ントです。

JSON

{ 
    "callerContext": { 
        "clientId": "<user pool app client id to be blocked>" 
    }, 
    "response": {}
}

認証後の Lambda トリガー
Amazon Cognito はユーザーのサインイン後にこのトリガーを呼び出すため、Amazon Cognito がユーザー
を認証した後にカスタムロジックを追加できます。

トピック
• 認証後の Lambda フロー (p. 133)
• 認証後の Lambda トリガーのパラメータ (p. 133)
• 認証チュートリアル (p. 134)
• 認証後の例 (p. 134)
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認証後の Lambda フロー

クライアントの認証フロー

サーバー認証フロー

詳細については、「ユーザープール認証フロー (p. 32)」を参照してください。

認証後の Lambda トリガーのパラメータ
これらは、Amazon Cognito が共通パラメータのイベント情報と共にこの Lambda 関数に渡すパラメータ
です。

JSON

{ 
    "request": { 
        "userAttributes": { 
             "string": "string", 
             . . . 
         }, 
         "newDeviceUsed": boolean, 
         "clientMetadata": { 
             "string": "string", 
             . . . 
            } 
        }, 
    "response": {}
}
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認証後のリクエストパラメータ

newDeviceUsed

このフラグは、ユーザーが新しいデバイスにサインインしているかどうかを示します。Amazon 
Cognito は、ユーザープールの記憶済みデバイス値が Always または User Opt-In である場合にの
み、このフラグを設定します。

userAttributes

ユーザー属性を表す 1 つ以上の名前 - 値ペア。
clientMetadata

認証後のトリガーに指定する Lambda 関数へのカスタム入力として提供できる 1 つ、または複数
のキー/値ペア。このデータを Lambda 関数に渡すには、AdminRespondToAuthChallenge および
RespondToAuthChallenge API アクションで ClientMetadata パラメータを使用します。Amazon 
Cognito は、認証後関数に渡すリクエストの AdminInitiateAuth および InitiateAuth API オペレーション
の ClientMetadata パラメータからのデータを含めません。

認証後のレスポンスパラメータ

Amazon Cognito は、レスポンスに追加の返品情報を期待しません。関数では、API オペレーションを使用
してリソースをクエリして変更したり、イベントメタデータを外部システムに記録することができます。

認証チュートリアル
Amazon Cognito がユーザーにサインインした直後、認証後の Lambda 関数をアクティブ化しま
す。JavaScript、Android、iOS に関する以下のサインインチュートリアルを参照してください。

プラットフォーム チュートリアル

JavaScript ID SDK JavaScript でのユーザーのサインイン

Android ID SDK Android でのユーザーのサインイン

iOS ID SDK iOS でのユーザーのサインイン

認証後の例
この認証後の Lambda 関数のサンプルは、正常に行われたサインインからのデータをCloudWatch Logs に
送信します。

Node.js

const handler = async (event) => { 
  // Send post authentication data to Amazon CloudWatch logs 
  console.log("Authentication successful"); 
  console.log("Trigger function =", event.triggerSource); 
  console.log("User pool = ", event.userPoolId); 
  console.log("App client ID = ", event.callerContext.clientId); 
  console.log("User ID = ", event.userName); 

  return event;
};

export { handler }
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Python

from __future__ import print_function
def lambda_handler(event, context): 

    # Send post authentication data to Cloudwatch logs 
    print ("Authentication successful") 
    print ("Trigger function =", event['triggerSource']) 
    print ("User pool = ", event['userPoolId']) 
    print ("App client ID = ", event['callerContext']['clientId']) 
    print ("User ID = ", event['userName']) 

    # Return to Amazon Cognito 
    return event

Amazon Cognito は Lambda 関数にイベント情報を渡します。関数はレスポンスで、同じイベントオブ
ジェクトを変更と共に Amazon Cognito に返します。Lambda コンソールで、Lambda トリガーに関連す
るデータを使用したテストイベントをセットアップできます。以下は、このコードサンプルのテストイベ
ントです。

JSON

{ 
  "triggerSource": "testTrigger", 
  "userPoolId": "testPool", 
  "userName": "testName", 
  "callerContext": { 
      "clientId": "12345" 
  }, 
  "response": {}
}
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カスタム認証チャレンジの Lambda トリガー

これらの Lambda トリガーは、ユーザープールのカスタム認証フローの一環として独自のチャレンジを発
行し、検証します。

認証チャレンジの定義

Amazon Cognito は、このトリガーを呼び出してカスタム認証フローを開始します。
認証チャレンジの作成

Amazon Cognito は、このトリガーを [Define Auth Challenge] (認証チャレンジの定義後に呼び出し
て、カスタムチャレンジを作成します。

認証チャレンジレスポンスの検証

Amazon Cognito は、このトリガーが呼び出して、カスタムチャレンジに対するエンドユーザーから
のレスポンスが有効であるかどうかを検証します。

これらのチャレンジ Lambda トリガーに新しいチャレンジタイプに組み込むことができます。例え
ば、CAPTCHA や動的なチャレンジ質問をチャレンジタイプに含めることができます。

ユーザープールの InitiateAuth と RespondToAuthChallenge の API メソッドを使用して、2 つの一般的な
ステップで認証を実行できます。

このフローでは、認証が失敗するか、トークンが発行されるまで、ユーザーは引き続きチャレンジに回答
して認証を行います。これらの 2 つの API コールを繰り返して複数の異なるチャレンジを含めることがで
きます。
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Note

Amazon Cognito がホストする UI は、カスタム認証フローをサポートしていません。

トピック
• 認証チャレンジの定義の Lambda トリガー (p. 137)
• 認証チャレンジの作成の Lambda トリガー (p. 141)
• 認証チャレンジレスポンスの検証の Lambda トリガー (p. 144)

認証チャレンジの定義の Lambda トリガー

認証チャレンジの定義

Amazon Cognito は、このトリガーを呼び出してカスタム認証フローを開始します。

この Lambda トリガーのリクエストには、session が含まれます。session パラメータは、現在の認
証プロセスでユーザーに提示されたすべてのチャレンジが含まれる配列です。リクエストには、対応する
結果も含まれます。session 配列は、チャレンジの詳細 (ChallengeResult) を時系列に保存します。
チャレンジ session[0] は、ユーザーが最初に受け取るチャレンジを表します。

Amazon Cognito では、カスタムチャレンジを発行する前にユーザーパスワードを検証させることができ
ます。以下は、そのプロセスの概要です。

1. アプリは、AuthParameters マップを使用して InitiateAuth または AdminInitiateAuth を
呼び出してサインインを開始します。パラメータには CHALLENGE_NAME: SRP_A,、SRP_A および
USERNAME の値を含める必要があります。
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2. Amazon Cognito は、challengeName: SRP_A と challengeResult: true を含む初期セッション
で、認証チャレンジの定義 Lambda トリガーを呼び出します。

3. Lambda 関数は、これらの入力を受け取った後、challengeName: 
PASSWORD_VERIFIER、issueTokens: false、failAuthentication: false で応答します。

4. パスワードの検証が成功すると、Amazon Cognito challengeName: PASSWORD_VERIFIER と
challengeResult: true が含まれる新しいセッションで Lambda 関数を再度呼び出します。

5. カスタムチャレンジを開始するために、Lambda 関数は challengeName: 
CUSTOM_CHALLENGE、issueTokens: false、および failAuthentication: false で応
答します。パスワード検証でカスタム認証フローを開始したくない場合は、CHALLENGE_NAME: 
CUSTOM_CHALLENGE を含む AuthParameters マップでサインインを開始できます。

6. チャレンジループは、すべてのチャレンジが回答されるまで繰り返します。

トピック
• 認証チャレンジの定義の Lambda トリガーのパラメータ (p. 138)
• 認証チャレンジの定義の例 (p. 140)

認証チャレンジの定義の Lambda トリガーのパラメータ

これらは、Amazon Cognito が共通パラメータのイベント情報と共にこの Lambda 関数に渡すパラメータ
です。

JSON

{ 
    "request": { 
        "userAttributes": { 
            "string": "string", 
                . . . 
        }, 
        "session": [ 
            ChallengeResult, 
            . . . 
        ], 
        "clientMetadata": { 
            "string": "string", 
            . . . 
        }, 
        "userNotFound": boolean 
    }, 
    "response": { 
        "challengeName": "string", 
        "issueTokens": boolean, 
        "failAuthentication": boolean 
    }
}

認証チャレンジの定義のリクエストパラメータ

Amazon Cognito が Lambda 関数を呼び出すときに、次のパラメータを提供します。

userAttributes

ユーザー属性を表す 1 つ以上の名前 - 値ペア。
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userNotFound

ユーザープールクライアントの PreventUserExistenceErrors が ENABLED に設定され
ている場合に、Amazon Cognito が入力するブール値です。true の値は、ユーザー ID (ユー
ザー名、メールアドレスなど) が既存のいずれのユーザーとも一致しなかったことを意味しま
す。PreventUserExistenceErrors が ENABLED に設定されている場合、サービスは存在しない
ユーザーをアプリに通知しません。Lambda 関数が同じユーザーエクスペリエンスを維持し、レイテ
ンシーを考慮することをお勧めします。この方法では、発信者はユーザーが存在する場合と存在しな
い場合で異なる動作を検出することができません。

セッション

ChallengeResult 要素の配列。それぞれに以下の要素が含まれます。
challengeName

次のチャレンジタイプのいずれかです:
CUSTOM_CHALLENGE、SRP_A、PASSWORD_VERIFIER、SMS_MFA, 
DEVICE_SRP_AUTH、DEVICE_PASSWORD_VERIFIER、または ADMIN_NO_SRP_AUTH。

Important

ユーザーが正常に認証され、トークンが発行されるべきかを判断するときは、常に
DefineAuthChallenge Lambda トリガーで challengeName をチェックし、期待値
と一致することを確認します。

challengeResult

ユーザーが正常にチャレンジを完了した場合は true に、それ以外の場合は false に設定しま
す。

challengeMetadata

カスタムチャレンジの名前を入力します。challengeName が CUSTOM_CHALLENGE である場合
にのみ使用されます。

clientMetadata

認証チャレンジの定義のトリガーに指定する Lambda 関数へのカスタム入力として提供できる 1 つ、
または複数のキー/値ペア。このデータを Lambda 関数に渡すには、AdminRespondToAuthChallenge
および RespondToAuthChallenge API オペレーションで ClientMetadata パラメータを使用できま
す。define auth challenge 関数を呼び出すリクエストに、AdminInitiateAuth および InitiateAuth API オ
ペレーションの ClientMetadata パラメータに渡されたデータは含まれません。

認証チャレンジの定義のレスポンスパラメータ

レスポンスで、認証プロセスの次のステージを返すことができます。

challengeName

次のチャレンジの名前を含む文字列。ユーザーに新しいチャレンジを提示する場合は、ここでチャレ
ンジ名を指定します。

issueTokens

ユーザーが認証チャレンジを十分に完了したと判断した場合、true に設定します。ユーザーがチャ
レンジを十分に満たしていない場合は、false に設定します。

failAuthentication

現在の認証プロセスを終了する場合は、true に設定します。現在の認証プロセスを続行するに
は、false に設定します。
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認証チャレンジの定義の例

この例では、認証用に一連のチャレンジを定義し、それらのチャレンジがすべて正常に完了した場合にの
みトークンを発行します。

Node.js

const handler = async (event) => { 
  if ( 
    event.request.session.length == 1 && 
    event.request.session[0].challengeName == "SRP_A" 
  ) { 
    event.response.issueTokens = false; 
    event.response.failAuthentication = false; 
    event.response.challengeName = "PASSWORD_VERIFIER"; 
  } else if ( 
    event.request.session.length == 2 && 
    event.request.session[1].challengeName == "PASSWORD_VERIFIER" && 
    event.request.session[1].challengeResult == true 
  ) { 
    event.response.issueTokens = false; 
    event.response.failAuthentication = false; 
    event.response.challengeName = "CUSTOM_CHALLENGE"; 
  } else if ( 
    event.request.session.length == 3 && 
    event.request.session[2].challengeName == "CUSTOM_CHALLENGE" && 
    event.request.session[2].challengeResult == true 
  ) { 
    event.response.issueTokens = false; 
    event.response.failAuthentication = false; 
    event.response.challengeName = "CUSTOM_CHALLENGE"; 
  } else if ( 
    event.request.session.length == 4 && 
    event.request.session[3].challengeName == "CUSTOM_CHALLENGE" && 
    event.request.session[3].challengeResult == true 
  ) { 
    event.response.issueTokens = true; 
    event.response.failAuthentication = false; 
  } else { 
    event.response.issueTokens = false; 
    event.response.failAuthentication = true; 
  } 

  return event;
};

export { handler }
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認証チャレンジの作成の Lambda トリガー

認証チャレンジの作成

認証チャレンジの定義トリガーの一部としてカスタムチャレンジが指定されている場合、Amazon 
Cognito は認証チャレンジの定義後にこのトリガーを呼び出します。これにより、カスタム認証フ
ローを作成します。

この Lambda トリガーは、ユーザーに提示するチャレンジを作成するために呼び出されます。この 
Lambda トリガーのリクエストには challengeName と session が含まれます。challengeName は
文字列であり、ユーザーに対する次のチャレンジの名前です。この属性の値は、認証チャレンジの定義の 
Lambda トリガーに設定されています。

チャレンジループは、すべてのチャレンジに応答するまで繰り返されます。

トピック
• 認証チャレンジの作成 Lambda トリガーパラメータ (p. 141)
• 認証チャレンジの作成の例 (p. 143)

認証チャレンジの作成 Lambda トリガーパラメータ
これらは、Amazon Cognito が共通パラメータのイベント情報と共にこの Lambda 関数に渡すパラメータ
です。

JSON

{ 
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    "request": { 
        "userAttributes": { 
            "string": "string", 
            . . . 
        }, 
        "challengeName": "string", 
        "session": [ 
            ChallengeResult, 
            . . . 
        ], 
        "clientMetadata": { 
            "string": "string", 
            . . . 
        }, 
        "userNotFound": boolean 
    }, 
    "response": { 
        "publicChallengeParameters": { 
            "string": "string", 
            . . . 
        }, 
        "privateChallengeParameters": { 
            "string": "string", 
            . . . 
        }, 
        "challengeMetadata": "string" 
    }
}

認証チャレンジの作成のリクエストパラメータ

userAttributes

ユーザー属性を表す 1 つ以上の名前 - 値ペア。
userNotFound

このブール値は、ユーザープールクライアントで PreventUserExistenceErrors が ENABLED に
設定されている場合に設定されます。

challengeName

新しいチャレンジの名前。
session

session 要素は ChallengeResult 要素の配列であり、それぞれに以下の要素が含まれます。
challengeName

チャレンジタイ
プ。"CUSTOM_CHALLENGE"、"PASSWORD_VERIFIER"、"SMS_MFA"、"DEVICE_SRP_AUTH"、"DEVICE_PASSWORD_VERIFIER"、"ADMIN_NO_SRP_AUTH"
のいずれかです。

challengeResult

ユーザーが正常にチャレンジを完了した場合は true に、それ以外の場合は false に設定しま
す。

challengeMetadata

カスタムチャレンジの名前を入力します。challengeName が "CUSTOM_CHALLENGE" である場
合にのみ使用されます。
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clientMetadata

認証チャレンジの作成のトリガーに指定する Lambda 関数へのカスタム入力として提供でき
る 1 つ、または複数のキー/値ペア。このデータは、AdminRespondToAuthChallenge およ
び RespondToAuthChallenge API アクションで ClientMetadata パラメータを使用することに
よって Lambda 関数に渡すことができます。create auth challenge 関数を呼び出すリクエスト
に、AdminInitiateAuth および InitiateAuth API オペレーションで ClientMetadata パラメータに渡され
たデータは含まれません。

認証チャレンジの作成のレスポンスパラメータ

publicChallengeParameters

クライアントアプリケーションでユーザーに提示されるチャレンジに使用する 1 つ以上のキー - 値ペ
ア。このパラメータには、ユーザーにチャレンジを正確に提示するために必要なすべての情報を含め
る必要があります。

privateChallengeParameters

このパラメータは、認証チャレンジレスポンスの検証の Lambda トリガー以外では使用されません。
このパラメータには、チャレンジに対するユーザーのレスポンスを検証するために必要な情報のすべ
てを含める必要があります。つまり、publicChallengeParameters には、ユーザーに示される質
問が含まれ、privateChallengeParameters には、質問に対する有効な回答が含まれます。

challengeMetadata

カスタムチャレンジの名前 (カスタムチャレンジの場合)。

認証チャレンジの作成の例

CAPTCHA はユーザーに対するチャレンジとして作成されます。CAPTCHA イメージの URL が 
"captchaUrl" としてパブリックチャレンジパラメータに追加され、想定される回答がプライベートチャ
レンジパラメータに追加されます。

Node.js

const handler = async (event) => { 
  if (event.request.challengeName !== "CUSTOM_CHALLENGE") { 
    return event; 
  } 

  if (event.request.session.length === 2) { 
    event.response.publicChallengeParameters = {}; 
    event.response.privateChallengeParameters = {}; 
    event.response.publicChallengeParameters.captchaUrl = "url/123.jpg"; 
    event.response.privateChallengeParameters.answer = "5"; 
  } 

  if (event.request.session.length === 3) { 
    event.response.publicChallengeParameters = {}; 
    event.response.privateChallengeParameters = {}; 
    event.response.publicChallengeParameters.securityQuestion = 
      "Who is your favorite team mascot?"; 
    event.response.privateChallengeParameters.answer = "Peccy"; 
  } 

  return event;
};

export { handler }
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認証チャレンジレスポンスの検証の Lambda トリガー

認証チャレンジレスポンスの検証

Amazon Cognito は、このトリガーが呼び出して、カスタム認証チャレンジに対するユーザーからの
レスポンスが有効であるかどうかを検証します。これはユーザープールのカスタム認証フローの一環
です。

このトリガーのリクエストには privateChallengeParameters および challengeAnswer パラメー
タが含まれます。privateChallengeParameters 値は、認証チャレンジの作成の Lambda トリガーに
よって返され、ユーザーからの期待されるレスポンスが含まれます。challengeAnswer パラメータに
は、チャレンジに対するユーザーのレスポンスが含まれます。

レスポンスには、answerCorrect 属性が含まれます。ユーザーがチャレンジを正常に完了する
と、Amazon Cognito は属性値を true に設定します。ユーザーがチャレンジを正常に完了しなかった場
合、Amazon Cognito は値を false に設定します。

チャレンジループは、すべてのチャレンジが回答されるまで繰り返します。

トピック
• 認証チャレンジの検証の Lambda トリガーのパラメータ (p. 144)
• 認証チャレンジレスポンスの確認の例 (p. 146)

認証チャレンジの検証の Lambda トリガーのパラメータ
これらは、Amazon Cognito が共通パラメータのイベント情報と共にこの Lambda 関数に渡すパラメータ
です。
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JSON

{ 
    "request": { 
        "userAttributes": { 
            "string": "string", 
            . . . 
        }, 
        "privateChallengeParameters": { 
            "string": "string", 
            . . . 
        }, 
        "challengeAnswer": "string", 
        "clientMetadata": { 
            "string": "string", 
            . . . 
        }, 
        "userNotFound": boolean 
    }, 
    "response": { 
        "answerCorrect": boolean 
    }
}

認証チャレンジの検証のリクエストパラメータ

userAttributes

このパラメータには、ユーザー属性を表す 1 つ以上の名前-値ペアが含まれます。
userNotFound

Amazon Cognito がユーザープールクライアントの PreventUserExistenceErrors を ENABLED に
設定すると、Amazon Cognito はこのブール値を入力します。

privateChallengeParameters

このパラメータは、認証チャレンジの作成トリガーから取得されます。ユーザーがチャレンジに合格
したかどうかを判断するために、Amazon Cognito はパラメータをユーザーの challengeAnswer パラ
メータと比較します。

このパラメータには、チャレンジに対するユーザーのレスポンスを検証するために
必要な情報のすべてが含まれます。その情報には、Amazon Cognito がユーザーに
提示する質問 (publicChallengeParameters) と、その質問に対する有効な回答 
(privateChallengeParameters) が含まれます。認証チャレンジレスポンスの検証の Lambda ト
リガーのみがこのパラメータを使用します。

challengeAnswer

このパラメータ値は、チャレンジに対するユーザーの回答です。
clientMetadata

このパラメータには、認証チャレンジの検証のトリガーの Lambda 関数へのカスタム入力として提
供できる 1 つまたは複数のキーバリューペアが含まれています。このデータを Lambda 関数に渡
すには、AdminRespondToAuthChallenge および RespondToAuthChallenge API オペレーションで 
ClientMetadata パラメータを使用します。Amazon Cognito は、認証チャレンジの検証関数に渡すリ
クエストの AdminInitiateAuth および InitiateAuth API オペレーションの ClientMetadata パラメータか
らのデータを含めません。
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認証チャレンジの検証のレスポンスパラメータ

answerCorrect

ユーザーがチャレンジを正常に完了した場合、Amazon Cognito はこのパラメータを true に設定しま
す。ユーザーがチャレンジを正常に完了しなかった場合、Amazon Cognito はパラメータを false に
設定します。

認証チャレンジレスポンスの確認の例

この例では、チャレンジに対するユーザーのレスポンスが期待されるレスポンスに一致するかどうかを 
Lambda 関数がチェックします。ユーザーのレスポンスが期待されるレスポンスと一致した場合、Amazon 
Cognito は answerCorrect パラメータを true に設定します。

Node.js

const handler = async (event) => { 
  if ( 
    event.request.privateChallengeParameters.answer == 
    event.request.challengeAnswer 
  ) { 
    event.response.answerCorrect = true; 
  } else { 
    event.response.answerCorrect = false; 
  } 

  return event;
};

export { handler };

トークン生成前の Lambda トリガー
Amazon Cognito はこのトリガーをトークンの生成前に呼び出して、ID トークンのクレームをカスタマイ
ズできるようにします。

この Lambda トリガーを使用すると、Amazon Cognito が ID トークンを生成する前に、ID トークンをカ
スタマイズできます。このトリガーを使用して、ID トークンでの新しいクレームの追加、クレームの更
新、またはクレームの抑制を行うことができます。この機能を使用するには、Amazon Cognito コンソー
ルから Lambda 関数を関連付けるか、AWS Command Line Interface (AWS CLI) 経由でユーザープールを
更新します。

次のクレームは変更できません。

• acr
• amr
• aud
• at_hash
• auth_time
• azp
• cognito:username
• exp
• iat
• identities
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• iss
• jti
• nbf
• nonce
• origin_jti
• sub
• token_use

トピック
• トークン生成前の Lambda トリガーのソース (p. 147)
• トークン生成前の Lambda トリガーのパラメータ (p. 147)
• トークン生成前の例: 新しいクレームの追加と既存のクレームの非表示 (p. 149)
• トークン生成前の例: ユーザーグループのメンバーシップの変更 (p. 150)

トークン生成前の Lambda トリガーのソース

triggerSource 値 イベント

TokenGeneration_HostedAuth 認証時に Amazon Cognito のホストされた UI のサ
インインページから呼び出されます。

TokenGeneration_Authentication ユーザー認証フローが完了した後に呼び出されま
す。

TokenGeneration_NewPasswordChallenge 管理者によってユーザーが作成された後に呼び出
されます。このフローは、ユーザーが一時パス
ワードを変更する必要があるときに呼び出されま
す。

TokenGeneration_AuthenticateDevice ユーザーデバイスの認証の終了時に呼び出されま
す。

TokenGeneration_RefreshTokens ユーザーが ID およびアクセスのトークンを更新し
ようとしたときに呼び出されます。

トークン生成前の Lambda トリガーのパラメータ
これらは、Amazon Cognito が共通パラメータのイベント情報と共にこの Lambda 関数に渡すパラメータ
です。

JSON

{ 
    "request": { 
        "userAttributes": {"string": "string"}, 
        "groupConfiguration": [ 
            { 
                "groupsToOverride": [ 
                    "string", 
                    "string" 
                ], 
                "iamRolesToOverride": [ 
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                    "string", 
                    "string" 
                ], 
                "preferredRole": "string" 
            } 
        ], 
        "clientMetadata": {"string": "string"} 
    }, 
    "response": { 
        "claimsOverrideDetails": { 
            "claimsToAddOrOverride": {"string": "string"}, 
            "claimsToSuppress": [ 
                "string", 
                "string" 
            ], 
            "groupOverrideDetails": { 
                "groupsToOverride": [ 
                    "string", 
                    "string" 
                ], 
                "iamRolesToOverride": [ 
                    "string", 
                    "string" 
                ], 
                "preferredRole": "string" 
            } 
        } 
    }
}

トークン生成前のリクエストパラメータ

groupConfiguration

現在のグループ設定を含む入力オブジェクト。このオブジェクトに
は、groupsToOverride、iamRolesToOverride、および preferredRole が含まれています。

groupsToOverride

ID トークンの発行先のユーザーに対応するグループ名のリスト。
iamRolesToOverride

これらのグループに対応する現在の AWS Identity and Access Management (IAM) ロールのリスト。
preferredRole

推奨される IAM ロールを示す文字列。
clientMetadata

トークン生成前のトリガーに指定する Lambda 関数へのカスタム入力として提供できる 1 つ、または
複数のキー/値ペア。このデータを Lambda 関数に渡すには、AdminRespondToAuthChallenge および
RespondToAuthChallenge API オペレーションで ClientMetadata パラメータを使用します。Amazon 
Cognito は、認証前関数に渡すリクエストの AdminInitiateAuth および InitiateAuth API オペレーション
の ClientMetadata パラメータからのデータを含めません。

トークン生成前のレスポンスパラメータ

claimsToAddOrOverride

追加または上書きするクレームの 1 つ以上のキーと値のペアのマップ。グループ関連のクレームに
は、代わりに groupOverrideDetails を使用します。
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claimsToSuppress

Amazon Cognito で ID トークンから非表示にするクレームを含むリスト。
Note

関数がクレーム値の非表示と置換の両方を行う場合、Amazon Cognito はクレームを非表示に
します。

groupOverrideDetails

現在のグループ設定を含む出力オブジェクト。このオブジェクトに
は、groupsToOverride、iamRolesToOverride、および preferredRole が含まれています。

この関数は、groupOverrideDetails オブジェクトを指定したオブジェクトに置き換えます。レスポン
スで空または Null オブジェクトを返すと、Amazon Cognito はグループを非表示にします。既存のグ
ループ設定を未変更のままにするには、リクエストの groupConfiguration オブジェクトの値をレスポ
ンスの groupOverrideDetails オブジェクトにコピーします。その後、サービスに渡します。

Amazon Cognito ID とアクセストークンには、両方とも cognito:groups クレームが含まれていま
す。groupOverrideDetails オブジェクトはアクセストークンおよび ID トークンで cognito:groups
クレームを置き換えます。

トークン生成前の例: 新しいクレームの追加と既存のクレームの
非表示
この例では、Pre Token Generation Lambda 関数を使用して、新しいクレームを追加し、既存のクレーム
を非表示にしています。

Node.js

const handler = async (event) => { 
  event.response = { 
    claimsOverrideDetails: { 
      claimsToAddOrOverride: { 
        my_first_attribute: "first_value", 
        my_second_attribute: "second_value", 
      }, 
      claimsToSuppress: ["email"], 
    }, 
  }; 

  return event;
};

export { handler };

Amazon Cognito は Lambda 関数にイベント情報を渡します。関数はレスポンスで、同じイベントオブ
ジェクトを変更と共に Amazon Cognito に返します。Lambda コンソールで、Lambda トリガーに関連す
るデータを使用したテストイベントをセットアップできます。以下は、このコードサンプルのテストイベ
ントです。コード例 ではリクエストパラメータを処理しないため、空のリクエストでテストイベントを使
用できます。共通のリクエストパラメータの詳細については、「ユーザープールの Lambda トリガーイベ
ント (p. 114)」を参照してください。

JSON

{ 
  "request": {}, 
  "response": {}
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}

トークン生成前の例: ユーザーグループのメンバーシップの変更
この例では、トークン生成前の Lambda 関数を使用してユーザーグループのメンバーシップを変更しま
す。

Node.js

const handler = async (event) => { 
  event.response = { 
    claimsOverrideDetails: { 
      groupOverrideDetails: { 
        groupsToOverride: ["group-A", "group-B", "group-C"], 
        iamRolesToOverride: [ 
          "arn:aws:iam::XXXXXXXXXXXX:role/sns_callerA", 
          "arn:aws:iam::XXXXXXXXX:role/sns_callerB", 
          "arn:aws:iam::XXXXXXXXXX:role/sns_callerC", 
        ], 
        preferredRole: "arn:aws:iam::XXXXXXXXXXX:role/sns_caller", 
      }, 
    }, 
  }; 

  return event;
};

export { handler };

Amazon Cognito は Lambda 関数にイベント情報を渡します。関数はレスポンスで、同じイベントオブ
ジェクトを変更と共に Amazon Cognito に返します。Lambda コンソールで、Lambda トリガーに関連す
るデータを使用したテストイベントをセットアップできます。以下は、このコードサンプルのテストイベ
ントです。

JSON

{ 
  "request": {}, 
  "response": {}
}

ユーザー移行の Lambda トリガー
パスワードによるサインイン時にユーザーがユーザープールに存在しない場合、またはユーザーがパス
ワードを忘れた場合のフローにいる場合に、Amazon Cognito は、このトリガーを呼び出します。Amazon 
Cognito は、Lambda 関数が正常に値を返した後でユーザーをユーザープールに作成します。ユーザー移
行の Lambda トリガーを使用した認証フローの詳細については、「ユーザー移行の Lambda トリガーを使
用したユーザープールへのユーザーのインポート (p. 192)」を参照してください。

サインイン時、またはパスワードを忘れた場合のフロー中に、ユーザーを既存のユーザーディレクトリか
ら Amazon Cognito ユーザープールに移行するには、この Lambda トリガーを使用します。

トピック
• ユーザー移行の Lambda トリガーのソース (p. 151)
• ユーザー移行の Lambda トリガーのパラメータ (p. 151)
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• 例: 既存のパスワードを使用したユーザーの移行 (p. 153)

ユーザー移行の Lambda トリガーのソース

triggerSource 値 イベント

UserMigration_Authentication サインイン時のユーザーの移行。

UserMigration_ForgotPassword パスワードを忘れた場合のフロー実行時のユー
ザー移行

ユーザー移行の Lambda トリガーのパラメータ
これらは、Amazon Cognito が共通パラメータのイベント情報と共にこの Lambda 関数に渡すパラメータ
です。

JSON

{ 
    "userName": "string", 
    "request": { 
        "password": "string", 
        "validationData": { 
            "string": "string", 
            . . . 
        }, 
        "clientMetadata": { 
            "string": "string", 
       . . . 
        } 
    }, 
    "response": { 
        "userAttributes": { 
            "string": "string", 
            . . . 
        }, 
        "finalUserStatus": "string", 
        "messageAction": "string", 
        "desiredDeliveryMediums": [ "string", . . .], 
        "forceAliasCreation": boolean, 
        "enableSMSMFA": boolean
    }
}

ユーザー移行リクエストパラメータ

userName

ユーザーがサインイン時に入力するユーザー名。
password

ユーザーがサインイン時に入力するパスワード。Amazon Cognito は、パスワードを忘れた場合のフ
ローによって開始されたリクエストでこの値を送信しません。
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validationData

ユーザーサインインリクエストに検証データを含む 1 つ以上のキーバリューペア。このデータを 
Lambda 関数に渡すには、InitiateAuth および AdminInitiateAuth API アクションで ClientMetadata パ
ラメータを使用できます。

clientMetadata

ユーザー移行のトリガーの Lambda 関数へのカスタム入力として提供できる 1 つ、または複数の
キーバリューペア。このデータを Lambda 関数に渡すには、AdminRespondToAuthChallenge および
ForgotPassword API アクションで ClientMetadata パラメータを使用できます。

ユーザー移行レスポンスパラメータ

userAttributes

このフィールドは必須です。

このフィールドには、Amazon Cognito がユーザープール内のユーザープロファイルに保存され、
ユーザー属性として使用される、名前と値のペアが 1 つ以上含まれている必要があります。標準およ
びカスタムの両方のユーザー属性を含めることができます。カスタム属性は、標準属性と区別するた
めに、custom: プレフィックスを必要とします。詳細については、「カスタム属性」を参照してくだ
さい。

Note

パスワードを忘れた場合のフローでパスワードをリセットするには、ユーザーに検証済みの 
E メールアドレスまたは電話番号のどちらかが必要です。Amazon Cognito は、ユーザー属
性にある E メールアドレスまたは電話番号宛てに、パスワードのリセットコードが含まれる
メッセージを送信します。

属性 要件

ユーザープールの作成時に
必須とマークした属性

移行時に必須属性が見当たらない場合は、Amazon Cognito はデフォル
ト値を使用します。

username サインイン用のユーザー名に加えてエイリアス属性を使用してユー
ザープールを設定しており、ユーザーがユーザー名として有効なエイ
リアスを入力している場合は、必須です。エイリアスの値は、E メー
ルアドレス、優先ユーザー名、電話番号です。

リクエストとユーザープールがエイリアスの要件を満たしている場
合、関数からのレスポンスは、受け取った username パラメータを
エイリアス属性に割り当てる必要があります。また、レスポンスは
username 属性に自身の値を割り当てる必要があります。ユーザー
プールが、受け取った username をエイリアスにマッピングするのに
必要な条件を満たしていない場合、レスポンスの username パラメー
タはリクエストと完全に一致するか、省略する必要があります。

Note

username はユーザープールで一意である必要があります。

finalUserStatus

このパラメータを CONFIRMED に設定すると、ユーザーが以前のパスワードでサインインできるよ
うに自動確認することができます。ユーザーを CONFIRMED に設定した場合は、サインインする前
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に追加のアクション操作を実行する必要はありません。この属性を CONFIRMED に設定しない場合
は、RESET_REQUIRED に設定されます。

RESET_REQUIRED の finalUserStatus は、サインイン時の移行後、ユーザー
はすぐにパスワードを変更する必要があり、クライアントアプリは認証フロー中に
PasswordResetRequiredException を処理する必要があることを意味します。

Note

Amazon Cognito は、Lambda トリガーを使用して移行中にユーザープールに設定したパス
ワード強度ポリシーを強制しません。パスワードが設定したパスワードポリシーを満たさ
ない場合でも、Amazon Cognito は引き続きユーザーを移行できるように、パスワードを受
け入れます。パスワード強度ポリシーを施行してポリシーを満たさないパスワードを拒否
するには、コード内のパスワード強度を検証して、パスワードがポリシーを満たさない場合
は、finalUserStatus を RESET_REQUIRED に設定します。

messageAction

このパラメータを SUPPRESS に設定すると、通常、Amazon Cognito は新規ユーザーに送信す
るウェルカムメッセージの送信を拒否することができます。関数がこのパラメータを返さない場
合、Amazon Cognito はウェルカムメッセージを送信します。

desiredDeliveryMediums

このパラメータを EMAIL に設定すると E メールで、SMS に設定すると SMS でウェルカムメッセージ
を送信できます。関数がこのパラメータを返さない場合、Amazon Cognito は SMS でウェルカムメッ
セージを送信します。

forceAliasCreation

このパラメータを TRUE に設定した場合、UserAttributes パラメータの E メールアドレスまたは電話
番号がすでに別のユーザーのエイリアスとして存在していると、API の呼び出しで以前のユーザーの
エイリアスが新しく作成されたユーザーに移行されます。以前のユーザーはそのエイリアスを使用し
てログインできなくなります。

このパラメータを、FALSE に設定し、エイリアスが存在する場合、Amazon Cognito はユーザーを移
行せず、クライアントアプリにエラーを返します。

このパラメータを返さない場合、Amazon Cognito はその値が「false」であると見なします。
enableSMSMFA

このパラメータを true に設定すると、移行したユーザーはサインインするために SMS テキスト
メッセージの多要素認証 (MFA) を完了することが必要になります。ユーザープールで MFA が有効に
なっている必要があります。リクエストパラメータのユーザー属性には、電話番号を含める必要があ
ります。電話番号がないと、そのユーザーの移行は失敗します。

例: 既存のパスワードを使用したユーザーの移行
この例の Lambda 関数は、既存のパスワードを使用してユーザーを移行し、Amazon Cognito からのウェ
ルカムメッセージを抑制します。

Node.js

const validUsers = { 
  belladonna: { password: "Test123", emailAddress: "bella@example.com" },
};

// Replace this mock with a call to a real authentication service.
const authenticateUser = (username, password) => { 
  if (validUsers[username] && validUsers[username].password === password) { 
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    return validUsers[username]; 
  } else { 
    return null; 
  }
};

const lookupUser = (username) => { 
  const user = validUsers[username]; 

  if (user) { 
    return { emailAddress: user.emailAddress }; 
  } else { 
    return null; 
  }
};

const handler = async (event) => { 
  if (event.triggerSource == "UserMigration_Authentication") { 
    // Authenticate the user with your existing user directory service 
    const user = authenticateUser(event.userName, event.request.password); 
    if (user) { 
      event.response.userAttributes = { 
        email: user.emailAddress, 
        email_verified: "true", 
      }; 
      event.response.finalUserStatus = "CONFIRMED"; 
      event.response.messageAction = "SUPPRESS"; 
    } 
  } else if (event.triggerSource == "UserMigration_ForgotPassword") { 
    // Look up the user in your existing user directory service 
    const user = lookupUser(event.userName); 
    if (user) { 
      event.response.userAttributes = { 
        email: user.emailAddress, 
        // Required to enable password-reset code to be sent to user 
        email_verified: "true", 
      }; 
      event.response.messageAction = "SUPPRESS"; 
    } 
  } 

  return event;
};

export { handler };

カスタムメッセージの Lambda トリガー
Amazon Cognito は、E メールまたは電話による確認メッセージ、または多要素認証 (MFA) コードを送
信する前にこのトリガーを呼び出します。カスタムメッセージトリガーを使用して、メッセージを動
的にカスタマイズできます。静的なカスタムメッセージは、Amazon Cognito コンソールの [Message 
Customizations] (メッセージのカスタマイズ) タブで編集できます。

リクエストには codeParameter が含まれます。これは、Amazon Cognito がユーザーに配信す
るコードのプレースホルダーとなる文字列です。メッセージ本文で検証コードを表示する位置に
codeParameter 文字列を挿入します。Amazon Cognito がこのレスポンスを受信すると、Amazon 
Cognito が codeParameter 文字列を実際の検証コードに置き換えます。

Note

CustomMessage_AdminCreateUser トリガーソースがあるカスタムメッセージの Lambda 
関数 はユーザー名と検証コードを返します。管理者が作成したユーザーはユーザー名とコード
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の両方を受け取る必要があるため、関数からの応答には request.usernameParameter と
request.codeParameterの両方を含める必要があります。

トピック
• カスタムメッセージの Lambda トリガーのソース (p. 155)
• カスタムメッセージの Lambda トリガーのパラメータ (p. 155)
• サインアップのカスタムメッセージの例 (p. 157)
• 管理者作成ユーザーのカスタムメッセージの例 (p. 158)

カスタムメッセージの Lambda トリガーのソース

triggerSource 値 イベント

CustomMessage_SignUp カスタムメッセージ - サインアップ後に確認コー
ドを送信するため.

CustomMessage_AdminCreateUser カスタムメッセージ – 新規ユーザーに一時パス
ワードを送信するため.

CustomMessage_ResendCode カスタムメッセージ – 既存ユーザーに確認コード
を再送するため.

CustomMessage_ForgotPassword カスタムメッセージ - 忘れたパスワードのリクエ
スト用の確認コードを送信するため.

CustomMessage_UpdateUserAttribute カスタムメッセージ - ユーザーの E メールまた
は電話番号が変更されると、このトリガーは検証
コードをそのユーザーに自動的に送信します。他
の属性には使用できません。

CustomMessage_VerifyUserAttribute カスタムメッセージ – ユーザーが手動で新しい E 
メールや電話番号の認証コードをリクエストする
と、このトリガーからユーザーに認証コードが送
信されます。

CustomMessage_Authentication カスタムメッセージ - 認証時に MFA コードを送信
するため.

カスタムメッセージの Lambda トリガーのパラメータ
これらは、Amazon Cognito が共通パラメータのイベント情報と共にこの Lambda 関数に渡すパラメータ
です。

JSON

{ 
    "request": { 
        "userAttributes": { 
            "string": "string", 
            . . . 
        } 
        "codeParameter": "####", 
        "usernameParameter": "string", 
        "clientMetadata": { 
            "string": "string", 
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            . . . 
        } 
    }, 
    "response": { 
        "smsMessage": "string", 
        "emailMessage": "string", 
        "emailSubject": "string" 
    }
}

カスタムメッセージリクエストパラメータ

userAttributes

ユーザー属性を表す 1 つ以上の名前 - 値ペア。
codeParameter

カスタムメッセージで、検証コードのプレースホルダーとして使用する文字列。
usernameParameter

ユーザー名。Amazon Cognito は、管理者が作成したユーザーからのリクエストにこのパラメータを
含めます。

clientMetadata

カスタムメッセージのトリガーに指定する Lambda 関数へのカスタム入力として提供できる 1 つ、ま
たは複数のキー/値ペア。カスタムメッセージ関数を呼び出すリクエストには、AdminInitiateAuth およ
び InitiateAuth API オペレーションの ClientMetadata パラメータで渡されたデータは含まれません。
このデータを Lambda 関数に渡すには、以下の API アクションで ClientMetadata パラメータを使用で
きます。
• AdminResetUserPassword
• AdminRespondToAuthChallenge
• AdminUpdateUserAttributes
• ForgotPassword
• GetUserAttributeVerificationCode
• ResendConfirmationCode
• SignUp
• UpdateUserAttributes

カスタムメッセージレスポンスパラメータ

レスポンスで、ユーザーへのメッセージに使用するカスタムテキストを指定します。

smsMessage

ユーザーに送信されるカスタム SMS メッセージ。リクエストで受信する codeParameter 値を含め
る必要があります。

emailMessage

ユーザーに送信するカスタム E メールメッセージ。emailMessage パラメータ
で HTML 書式を使用できます。リクエストで受信される codeParameter 値を変
数 {####} として含める必要があります。Amazon Cognito は、ユーザープールの
EmailSendingAccount 属性が DEVELOPER の場合のみ、emailMessage パラメータ
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を使用できます。ユーザープールの EmailSendingAccount 属性が、DEVELOPER では
なく、emailMessage パラメータが返されると、Amazon Cognito は 400 エラーコード
com.amazonaws.cognito.identity.idp.model.InvalidLambdaResponseException を生
成します。Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を使用して E メールメッセージを送信する
場合、ユーザープールの EmailSendingAccount 属性は DEVELOPER です。それ以外の場合、値は
COGNITO_DEFAULT です。

emailSubject

カスタムメッセージの件名。emailSubject パラメータは、ユーザープールの 
EmailSendingAccount 属性が DEVELOPER の場合にのみ使用できます。ユーザープー
ルの EmailSendingAccount 属性が DEVELOPER ではなく、Amazon Cognito が
emailSubject パラメータを返した場合、Amazon Cognito は 400 エラーコード
com.amazonaws.cognito.identity.idp.model.InvalidLambdaResponseException を生
成します。Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を使用して E メールメッセージを送信する
場合、ユーザープールの EmailSendingAccount 属性は DEVELOPER です。それ以外の場合、値は
COGNITO_DEFAULT です。

サインアップのカスタムメッセージの例
この Lambda 関数の例は、サービスでアプリがユーザーへの検証コードの送信が必要とされる場合に、E 
メールまたは SMS メッセージをカスタマイズします。

Amazon Cognito は、登録後、検証コードの再送信時、パスワードを忘れた場合、ユーザー属性の検証
時といった複数のイベントで Lambda トリガーを呼び出すことができます。レスポンスには、SMS と E 
メールの両方のメッセージが含まれます。メッセージにはコードのパラメータ "####" を含める必要があ
ります。このパラメータは、ユーザーが受け取る検証コードのプレースホルダーです。

E メールメッセージの最大長は 20,000 UTF-8 文字です。この長さには検証コードが含まれます。これら
の E メールメッセージでは、HTML タグを使用できます。

SMS メッセージの最大長は 140 UTF-8 文字です。この長さには検証コードが含まれます。

Node.js

const handler = async (event) => { 
  if (event.triggerSource === "CustomMessage_SignUp") { 
    const message = `Thank you for signing up. Your confirmation code is 
 ${event.request.codeParameter}.`; 
    event.response.smsMessage = message; 
    event.response.emailMessage = message; 
    event.response.emailSubject = "Welcome to the service."; 
  } 
  return event;
};

export { handler };

Amazon Cognito は Lambda 関数にイベント情報を渡します。関数はレスポンスで、同じイベントオブ
ジェクトを変更と共に Amazon Cognito に返します。Lambda コンソールで、Lambda トリガーに関連す
るデータを使用したテストイベントをセットアップできます。以下は、このコードサンプルのテストイベ
ントです。

JSON

{ 
  "version": 1, 
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  "triggerSource": "CustomMessage_SignUp/CustomMessage_ResendCode/
CustomMessage_ForgotPassword/CustomMessage_VerifyUserAttribute", 
  "region": "<region>", 
  "userPoolId": "<userPoolId>", 
  "userName": "<userName>", 
  "callerContext": { 
      "awsSdk": "<calling aws sdk with version>", 
      "clientId": "<apps client id>", 
      ... 
  }, 
  "request": { 
      "userAttributes": { 
          "phone_number_verified": false, 
          "email_verified": true, 
           ... 
      }, 
      "codeParameter": "####" 
  }, 
  "response": { 
      "smsMessage": "<custom message to be sent in the message with code parameter>" 
      "emailMessage": "<custom message to be sent in the message with code parameter>" 
      "emailSubject": "<custom email subject>" 
  }
}

管理者作成ユーザーのカスタムメッセージの例
カスタムメッセージの Lambda 関数と CustomMessage_AdminCreateUser トリガーはユーザー
名と検証コードを返します。このため、メッセージ本文に request.usernameParameter および
request.codeParameter の両方を含めてください。

コードのパラメータ値 #### は、の一時パスワードのプレースホルダーであり、「username」はユーザー
が受け取るユーザー名のプレースホルダーです。

E メールメッセージの最大長は 20,000 UTF-8 文字です。この長さには検証コードが含まれます。これら
の E メールでは HTML タグを使用できます。SMS メッセージの最大長は 140 UTF-8 文字です。この長さ
には検証コードが含まれます。

レスポンスには、SMS と E メールの両方のメッセージが含まれます。

Node.js

const handler = async (event) => { 
  if (event.triggerSource === "CustomMessage_AdminCreateUser") { 
    const message = `Welcome to the service. Your user name is 
 ${event.request.usernameParameter}. Your temporary password is 
 ${event.request.codeParameter}`; 
    event.response.smsMessage = message; 
    event.response.emailMessage = message; 
    event.response.emailSubject = "Welcome to the service"; 
  } 
  return event;
};

export { handler }

Amazon Cognito は Lambda 関数にイベント情報を渡します。関数はレスポンスで、同じイベントオブ
ジェクトを変更と共に Amazon Cognito に返します。Lambda コンソールで、Lambda トリガーに関連す
るデータを使用したテストイベントをセットアップできます。以下は、このコードサンプルのテストイベ
ントです。
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JSON

{ 
  "version": 1, 
  "triggerSource": "CustomMessage_AdminCreateUser", 
  "region": "<region>", 
  "userPoolId": "<userPoolId>", 
  "userName": "<userName>", 
  "callerContext": { 
      "awsSdk": "<calling aws sdk with version>", 
      "clientId": "<apps client id>", 
      ... 
  }, 
  "request": { 
      "userAttributes": { 
          "phone_number_verified": false, 
          "email_verified": true, 
           ... 
      }, 
      "codeParameter": "####", 
      "usernameParameter": "username" 
  }, 
  "response": { 
      "smsMessage": "<custom message to be sent in the message with code parameter and 
 username parameter>" 
      "emailMessage": "<custom message to be sent in the message with code parameter 
 and username parameter>" 
      "emailSubject": "<custom email subject>" 
  }
}

カスタム送信者の Lambda トリガー
Amazon Cognito ユーザープールは、サードパーティーの E メールと SMS 通知をアクティブ化するため
に、CustomEmailSender および CustomSMSSender の Lambda トリガーを提供します。Lambda 関
数コード内からユーザーに通知を送信するには、希望の SMS プロバイダーと E メールプロバイダーを
選択して使用することができます。Amazon Cognito が、確認コード、検証コード、または一時パスワー
ドなどの通知をユーザーに送信する必要がある場合、イベントは設定された Lambda 関数を有効化しま
す。Amazon Cognito は、有効化された Lambda 関数にコードと一時パスワード (シークレット) を送信
します。Amazon Cognito は、これらのシークレットを AWS KMS カスタマーマネージドキーと AWS 
Encryption SDK で暗号化します。AWS Encryption SDK は、クライアント側暗号化ライブラリで、汎用
データの暗号化および復号に役立ちます。

Note

これらの Lambda トリガーを使用するようにユーザープールを設定するには、AWS CLI または 
SDK を使用します。これらの設定は、Amazon Cognito コンソールからは利用できません。

CustomEmailSender (p. 160)

Amazon Cognito は、E メール通知をユーザーに送信するためにこのトリガーを呼び出します。
CustomSMSSender (p. 164)

Amazon Cognito は、SMS 通知をユーザーに送信するためにこのトリガーを呼び出します。

リソース
以下のリソースは、CustomEmailSender および CustomSMSSender トリガーを使用するために役立ち
ます。
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AWS KMS

AWS KMS は AWS KMS キーの作成と制御を行うマネージドサービスです。これらのキーは、データ
を暗号化します。詳細については、「AWS Key Management Service とは何ですか?」を参照してく
ださい。

KMS キー

KMS キーは、暗号化キーの論理表現です。KMS キーには、キー ID、作成日、説明、キーステータス
などのメタデータが含まれます。KMS キーには、データの暗号化と復号に使用されるキーマテリアル
も含まれています。詳細については、「AWS KMS キーの削除」を参照してください。

対称 KMS キー

対称 KMS キーは、暗号化されていない AWS KMS を終了しない 256 ビットの暗号化キーです。対称 
KMS キーを使用するには、AWS KMS を呼び出す必要があります。Amazon Cognito は対称キーを使
用します。同じキーで暗号化と復号化が行われます。詳細については、「KMS キーの削除」を参照し
てください。

カスタム E メール送信者の Lambda トリガー
Amazon Cognito は、カスタム E メール送信者のトリガーを呼び出して、サードパーティープロバイダー
が AWS Lambda 関数コード内からユーザーに E メール通知を送信できるようにします。Amazon Cognito 
は、Lambda 関数にリクエストとして E メールメッセージイベントを送信します。関数のカスタムコード
は、メッセージを処理して配信する必要があります。

Note

現在、Amazon Cognito コンソールでカスタム E メール送信者のトリガーを割り当てることはで
きません。CreateUserPool または UpdateUserPool API リクエストで LambdaConfig パラ
メータを使用してトリガーを割り当てることができます。

このトリガーをセットアップするには、以下のステップを実行します。

1. AWS Key Management Service (AWS KMS) で暗号化キーを作成します。Amazon Cognito はシーク
レット (一時的なパスワードと認可コード) を生成し、この KMS キーを使用してシークレットを暗号化
します。次に、Lambda 関数で AWS Encryption SDK を使用してコードを復号化し、プレーンテキスト
でユーザーに送信できます。

2. カスタム送信者のトリガーとして割り当てる Lambda 関数を作成します。Lambda 関数に割り当てた実
行ロールに KMS キーへの kms:Decrypt アクセス許可を付与します。

3. Amazon Cognito サービスプリンシパルに、Lambda 関数を呼び出し、KMS キーの許可を作成するため
の cognito-idp.amazonaws.com へのアクセス権を付与します。

4. カスタム配信メソッドまたはサードパーティープロバイダーにメッセージを転送する Lambda 関数コー
ドを書き込みます。

5. カスタム送信者 Lambda トリガーを使用するようにユーザープールを更新します。

Important

ユーザープールにカスタム E メール送信者またはカスタム SMS 送信者関数を設定する場合は、
セキュリティを強化するために対称 AWS KMS key を設定します。Amazon Cognito は、設定
された KMS キーを使用して、コードまたは一時パスワードを暗号化します。Amazon Cognito 
は、base64 でエンコードされた暗号文を Lambda 関数に送信します。詳細については、「KMS 
キーの削除」を参照してください。

カスタム E メール送信者の Lambda トリガーパラメータ
これらは、Amazon Cognito が共通パラメータのイベント情報と共にこの Lambda 関数に渡すパラメータ
です。
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JSON

{ 
    "request": { 
        "type": "customEmailSenderRequestV1", 
        "code": "string", 
        "clientMetadata": { 
            "string": "string", 
             . . . 
            }, 
        "userAttributes": { 
            "string": "string", 
            . . . 
         }
}

カスタム E メール送信者のリクエストパラメータ

type

リクエストバージョン。カスタム E メール送信者イベントの場合、この文字列の値は常に
customEmailSenderRequestV1 です。

コード

関数が復号してユーザーに送信できる暗号化されたコード。
clientMetadata

カスタム E メール送信者 Lambda 関数トリガーへのカスタム入力として提供できる 1 つ以上の
キーバリューペア このデータを Lambda 関数に渡すには、AdminRespondToAuthChallenge およ
び RespondToAuthChallenge API アクションで ClientMetadata パラメータを使用します。Amazon 
Cognito は、認証後関数に渡すリクエストの AdminInitiateAuth および InitiateAuth API オペレーション
の ClientMetadata パラメータからのデータを含めません。

userAttributes

ユーザー属性を表す 1 つ以上のキーバリューペア。

カスタム E メール送信者の応答パラメータ

Amazon Cognito は、カスタム E メール送信者のレスポンスに追加の情報が返されることを期待しませ
ん。関数では、API オペレーションを使用してリソースをクエリして変更したり、イベントメタデータを
外部システムに記録することができます。

カスタム E メール送信者の Lambda トリガーのアクティブ化

カスタムロジックを使用してユーザープールの E メールメッセージを送信するカスタム E メール送信者ト
リガーを設定するには、次のようにトリガーをアクティブ化します。以下の手順では、カスタム E メール
トリガー、カスタム SMS トリガー、またはその両方をユーザープールに割り当てます。カスタム E メー
ル送信者トリガーを追加すると、Amazon Cognito は常に E メールアドレスなどのユーザー属性とワンタ
イムコードを Lambda 関数に送信します (それ以外の場合は、Amazon Simple Email Service で E メール
メッセージを送信します)。

Important

Amazon Cognito は、ユーザーの一時パスワードで &lt; (<) および &gt; (>) などの予約文字を 
HTML エスケープします。これらの文字は、Amazon Cognito がカスタム E メール送信機能に送
信する一時パスワードには表示される場合がありますが、一時的な確認コードには表示されませ
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ん。一時パスワードを送信するには、Lambda 関数がパスワードを復号した後、ユーザーにメッ
セージを送信する前に、これらの文字をアンエスケープする必要があります。

1. AWS KMS で暗号化キーを作成します。このキーは、Amazon Cognito が生成する一時パスワードと
認可コードを暗号化します。次に、カスタム送信者の Lambda 関数でこれらのシークレットを復号化
して、プレーンテキストでユーザーに送信できます。

2. Amazon Cognito サービスプリンシパルに KMS キーでコードを暗号化するための cognito-
idp.amazonaws.com アクセス権を付与します。

次のリソースベースのポリシーを KMS キーに適用します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": { 
            "Service": "cognito-idp.amazonaws.com" 
        }, 
        "Action": "kms:CreateGrant", 
        "Resource": "arn:aws:kms:us-
west-2:111222333444:key/1example-2222-3333-4444-999example", 
        "Condition": { 
            "StringEquals": { 
                "aws:SourceAccount": "111222333444" 
            }, 
            "ArnLike": { 
                "aws:SourceArn": "arn:aws:cognito-idp:us-
west-2:111222333444:userpool/us-east-1_EXAMPLE" 
            } 
        } 
    }]
}     

3. カスタム送信者トリガーのための Lambda 関数を作成します。Amazon Cognito は AWS 暗号化 SDK
を使用してシークレット (一時パスワードまたはユーザーの API リクエストを承認するコード) を暗号
化します。

• 少なくとも KMS キーに対する kms:Decrypt アクセス許可を持つ IAM ロールを Lambda 関数に
割り当てます。

4. Amazon Cognito サービスプリンシパルに、Lambda 関数を呼び出すための cognito-
idp.amazonaws.com へのアクセス権を付与します。

次の AWS CLI コマンドでは、Lambda 関数を呼び出すためのアクセス許可を Amazon Cognito に付与
します。

        aws lambda add-permission --function-name lambda_arn --statement-id 
 "CognitoLambdaInvokeAccess" --action lambda:InvokeFunction --principal cognito-
idp.amazonaws.com 
     

5. メッセージを送信する Lambda 関数コードを作成します。Amazon Cognito は、シークレットをカス
タム送信者 Lambda 関数に送信する前に、AWS Encryption SDK を使用してそれらを暗号化します。
関数内でシークレットを復号化し、関連するメタデータを処理します。次に、コード、独自のカスタ
ムメッセージ、宛先の電話番号を、メッセージを配信するカスタム API に送信します。

6. AWS Encryption SDK を Lambda 関数に追加します。詳細については、「AWS Encryption SDK 
programming languages」(AWS Encryption SDK のプログラミング言語) を参照してくださ
い。Lambda パッケージを更新するには、次のステップを完了します。

a. Lambda 関数を.zip ファイルとして AWS Management Console にエクスポートします。
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b. 関数を開いて、AWS Encryption SDK を追加します。詳細とダウンロードリンクについて
は、AWS Encryption SDK デベロッパーガイドの「AWS Encryption SDK プログラミング言語」
を参照してください。

c. SDK の依存関係を使用して関数を ZIP 圧縮し、その関数を Lambda にアップロードします。詳細
については、AWS Lambda デベロッパーガイドの「Lambda 関数の .zip ファイルアーカイブとし
てのデプロイ」を参照してください。

7. ユーザープールを更新してカスタム送信者の Lambda トリガーを追加します。UpdateUserPool
API リクエストに CustomSMSSender または CustomEmailSender パラメータを含めます。API
UpdateUserPool オペレーションには、ユーザープールのすべてのパラメータと、変更するパラ
メータが必要です。関連するすべてのパラメータを指定しない場合、Amazon Cognito は不足してい
るパラメータの値をデフォルトに設定します。次の例に示すように、ユーザープールに追加または保
持するすべての Lambda 関数のエントリを含めます。詳細については、「ユーザープール設定の更
新 (p. 45)」を参照してください。

    #Send this parameter in an 'aws cognito-idp update-user-pool' CLI command, 
 including any existing  
    #user pool configurations. 
               
      --lambda-config "PreSignUp={LambdaVersion=V1_0,LambdaArn=lambda-arn}, \ 
                       CustomSMSSender={LambdaVersion=V1_0,LambdaArn=lambda-arn}, \ 
                       CustomEmailSender={LambdaVersion=V1_0,LambdaArn=lambda-arn}, \ 
                       KMSKeyID=key-id"         
  

update-user-pool AWS CLI を使用してカスタム送信者の Lambda トリガーを削除するには、--
lambda-config から CustomSMSSender または CustomEmailSender パラメータを省略し、ユーザー
プールで使用する他のすべてのトリガーを含めます。

UpdateUserPool API リクエストを使用してカスタム送信者の Lambda トリガーを削除するには、ユー
ザープール設定の残りを含むリクエスト本文から CustomSMSSender または CustomEmailSender パラ
メータを省略します。

コードサンプル

次の Node.js 例は、カスタム E メール送信者の Lambda 関数で E メールメッセージイベントを処理しま
す。この例では、関数に 2 つの環境変数が定義されていることを前提としています。

KEY_ALIAS

ユーザーのコードを暗号化および復号化するために使用する KMS キーのエイリアス。
KEY_ARN

ユーザーのコードを暗号化および復号化するために使用する KMS キーの Amazon リソースネーム 
(ARN)。

const AWS = require('aws-sdk');
const b64 = require('base64-js');
const encryptionSdk = require('@aws-crypto/client-node');
//Configure the encryption SDK client with the KMS key from the environment variables.
const { encrypt, decrypt } = 
 encryptionSdk.buildClient(encryptionSdk.CommitmentPolicy.REQUIRE_ENCRYPT_ALLOW_DECRYPT);
const generatorKeyId = process.env.KEY_ALIAS;
const keyIds = [ process.env.KEY_ARN ];
const keyring = new encryptionSdk.KmsKeyringNode({ generatorKeyId, keyIds })
exports.handler = async (event) => { 
 //Decrypt the secret code using encryption SDK. 
 let plainTextCode; 
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 if(event.request.code){ 
  const { plaintext, messageHeader } = await decrypt(keyring, 
 b64.toByteArray(event.request.code)); 
  plainTextCode = plaintext 
 } 
 //PlainTextCode now contains the decrypted secret. 
 if(event.triggerSource == 'CustomEmailSender_SignUp'){ 
  //Send an email message to your user via a custom provider. 
  //Include the temporary password in the message. 
 } 
 else if(event.triggerSource == 'CustomEmailSender_ResendCode'){ 
 } 
 else if(event.triggerSource == 'CustomEmailSender_ForgotPassword'){ 
 } 
 else if(event.triggerSource == 'CustomEmailSender_UpdateUserAttribute'){ 
 } 
 else if(event.triggerSource == 'CustomEmailSender_VerifyUserAttribute'){ 
 } 
 else if(event.triggerSource == 'CustomEmailSender_AdminCreateUser'){ 
 } 
 else if(event.triggerSource == 'CustomEmailSender_AccountTakeOverNotification'){ 
 } 
 return;
};

カスタム E メール送信者の Lambda トリガーのソース
以下の表には、Lambda コード内のカスタム E メールトリガーのソースに対するトリガーイベントが記載
されています。

TriggerSource value イベント

CustomEmailSender_SignUp ユーザーがサインアップすると、Amazon Cognito 
がウェルカムメッセージを送信します。

CustomEmailSender_ForgotPassword ユーザーがパスワードをリセットするコードを要
求します。

CustomEmailSender_ResendCode ユーザーがパスワードをリセットするための置換
コードを要求します。

CustomEmailSender_UpdateUserAttribute ユーザーが E メールアドレスまたは電話番号の属
性を更新すると、Amazon Cognito は属性を検証す
るためのコードを送信します。

CustomEmailSender_VerifyUserAttribute ユーザーが新しい E メールアドレスまたは電話番
号属性を作成し、Amazon Cognito は属性を検証す
るコードを送信します。

CustomEmailSender_AdminCreateUser ユーザープールに新しいユーザーを作成する
と、Amazon Cognito から一時パスワードが送信さ
れます。

CustomEmailSender_AccountTakeOverNotificationAmazon Cognito は、ユーザーアカウントを引き継
ぐ試みを検出し、ユーザーに通知を送信します。

カスタム SMS 送信者の Lambda トリガー
Amazon Cognito は、サードパーティープロバイダーがユーザーに SMS 通知を送信できるように、AWS 
Lambda 関数コード内から SMS 送信者のトリガーを呼び出します。Amazon Cognito は、SMS メッセー
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ジイベントをリクエストとして Lambda 関数に送信します。関数のカスタムコードは、メッセージを処理
して配信する必要があります。

Note

現在、Amazon Cognito コンソールでカスタム SMS 送信者のトリガーを割り当てることはできま
せん。CreateUserPool または UpdateUserPool API リクエストで LambdaConfig パラメー
タを使用してトリガーを割り当てることができます。

このトリガーをセットアップするには、以下のステップを実行します。

1. AWS Key Management Service (AWS KMS) で暗号化キーを作成します。Amazon Cognito はシーク
レット (一時的なパスワードと認可コード) を生成し、この KMS キーを使用してシークレットを暗号化
します。次に、Lambda 関数で AWS Encryption SDK を使用してコードを復号化し、プレーンテキスト
でユーザーに送信できます。

2. カスタム SMS 送信者のトリガーとして割り当てる Lambda 関数を作成します。Lambda 関数に割り当
てた実行ロールに KMS キーへの kms:Decrypt アクセス許可を付与します。

3. Amazon Cognito サービスプリンシパルに、Lambda 関数を呼び出し、KMS キーの許可を作成するため
の cognito-idp.amazonaws.com へのアクセス権を付与します。

4. カスタム配信メソッドまたはサードパーティープロバイダーに SMS メッセージを転送する Lambda 関
数コードを書き込みます。

5. カスタム送信者 Lambda トリガーを使用するようにユーザープールを更新します。

Important

カスタム E メールまたはカスタム SMS 送信者関数を設定するときに、新しい対称 AWS KMS 
key を作成します。Amazon Cognito は、設定された KMS キーを使用して、コードまたは一時パ
スワードを暗号化します。Amazon Cognito は、base64 でエンコードされた暗号文を Lambda 関
数に送信します。詳細については、「KMS キーの削除」を参照してください。

カスタム SMS 送信者の Lambda トリガーパラメータ

これらは、Amazon Cognito が共通パラメータのイベント情報と共にこの Lambda 関数に渡すパラメータ
です。

JSON

{ 
    "request": { 
        "type": "customSMSSenderRequestV1", 
        "code": "string", 
        "clientMetadata": { 
            "string": "string", 
             . . . 
            }, 
        "userAttributes": { 
            "string": "string", 
            . . . 
         }
}

カスタム SMS 送信者のリクエストパラメータ

type

リクエストバージョン。カスタム SMS 送信者イベントの場合、この文字列の値は常に
customSMSSenderRequestV1 です。
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コード

関数が復号してユーザーに送信できる暗号化されたコード。
clientMetadata

カスタム SMS 送信者 Lambda 関数トリガーへのカスタム入力として提供できる 1 つ以上のキー
バリューペア このデータを Lambda 関数に渡すには、AdminRespondToAuthChallenge および
RespondToAuthChallenge API アクションで ClientMetadata パラメータを使用します。Amazon 
Cognito は、認証後関数に渡すリクエストの AdminInitiateAuth および InitiateAuth API オペレーション
の ClientMetadata パラメータからのデータを含めません。

userAttributes

ユーザー属性を表す 1 つ以上のキーバリューペア。

カスタム SMS 送信者の応答パラメータ

Amazon Cognito は、レスポンスに追加の返品情報を期待しません。関数では、API オペレーションを使用
してリソースをクエリして変更したり、イベントメタデータを外部システムに記録することができます。

カスタム SMS 送信者の Lambda トリガーのアクティブ化

カスタムロジックを使用してユーザープールの SMS メッセージを送信するカスタム SMS 送信者トリガー
を設定できます。以下の手順では、カスタム SMS トリガー、カスタム E メールトリガー、またはその両
方をユーザープールに割り当てます。カスタム SMS 送信者トリガーを追加すると、Amazon Cognito は常
に Amazon Simple Notification Service で SMS メッセージを送信するデフォルトの動作ではなく、電話番
号やワンタイムコードなどのユーザー属性を Lambda 関数に送信します。

Important

Amazon Cognito は、ユーザーの一時パスワードで &lt; (<) および &gt; (>) などの予約文字を 
HTML エスケープします。これらの文字は、Amazon Cognito がカスタム E メール送信機能に送
信する一時パスワードには表示される場合がありますが、一時的な確認コードには表示されませ
ん。一時パスワードを送信するには、Lambda 関数がパスワードを復号した後、ユーザーにメッ
セージを送信する前に、これらの文字をアンエスケープする必要があります。

1. AWS KMS で暗号化キーを作成します。このキーは、Amazon Cognito が生成する一時パスワードと
認可コードを暗号化します。次に、カスタム送信者の Lambda 関数でこれらのシークレットを復号化
して、プレーンテキストでユーザーに送信できます。

2. Amazon Cognito サービスプリンシパルに KMS キーでコードを暗号化するための cognito-
idp.amazonaws.com アクセス権を付与します。

次のリソースベースのポリシーを KMS キーに適用します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": { 
            "Service": "cognito-idp.amazonaws.com" 
        }, 
        "Action": "kms:CreateGrant", 
        "Resource": "arn:aws:kms:us-
west-2:111222333444:key/1example-2222-3333-4444-999example", 
        "Condition": { 
            "StringEquals": { 
                "aws:SourceAccount": "111222333444" 
            }, 
            "ArnLike": { 
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                "aws:SourceArn": "arn:aws:cognito-idp:us-
west-2:111222333444:userpool/us-east-1_EXAMPLE" 
            } 
        } 
    }]
}     

3. カスタム送信者トリガーのための Lambda 関数を作成します。Amazon Cognito は AWS 暗号化 SDK
を使用してシークレット (一時パスワードまたはユーザーの API リクエストを承認するコード) を暗号
化します。

• 少なくとも KMS キーに対する kms:Decrypt アクセス許可を持つ IAM ロールを Lambda 関数に
割り当てます。

4. Amazon Cognito サービスプリンシパルに、Lambda 関数を呼び出すための cognito-
idp.amazonaws.com へのアクセス権を付与します。

次の AWS CLI コマンドでは、Lambda 関数を呼び出すためのアクセス許可を Amazon Cognito に付与
します。

        aws lambda add-permission --function-name lambda_arn --statement-id 
 "CognitoLambdaInvokeAccess" --action lambda:InvokeFunction --principal cognito-
idp.amazonaws.com 
     

5. メッセージを送信する Lambda 関数コードを作成します。Amazon Cognito は、シークレットをカス
タム送信者 Lambda 関数に送信する前に、AWS Encryption SDK を使用してそれらを暗号化します。
関数内でシークレットを復号化し、関連するメタデータを処理します。次に、コード、独自のカスタ
ムメッセージ、宛先の電話番号を、メッセージを配信するカスタム API に送信します。

6. AWS Encryption SDK を Lambda 関数に追加します。詳細については、「AWS Encryption SDK 
programming languages」(AWS Encryption SDK のプログラミング言語) を参照してくださ
い。Lambda パッケージを更新するには、次のステップを完了します。

a. Lambda 関数を.zip ファイルとして AWS Management Console にエクスポートします。
b. 関数を開いて、AWS Encryption SDK を追加します。詳細とダウンロードリンクについて

は、AWS Encryption SDK デベロッパーガイドの「AWS Encryption SDK プログラミング言語」
を参照してください。

c. SDK の依存関係を使用して関数を ZIP 圧縮し、その関数を Lambda にアップロードします。詳細
については、AWS Lambda デベロッパーガイドの「Lambda 関数の .zip ファイルアーカイブとし
てのデプロイ」を参照してください。

7. ユーザープールを更新してカスタム送信者の Lambda トリガーを追加します。UpdateUserPool
API リクエストに CustomSMSSender または CustomEmailSender パラメータを含めます。API
UpdateUserPool オペレーションには、ユーザープールのすべてのパラメータと、変更するパラ
メータが必要です。関連するすべてのパラメータを指定しない場合、Amazon Cognito は不足してい
るパラメータの値をデフォルトに設定します。次の例に示すように、ユーザープールに追加または保
持するすべての Lambda 関数のエントリを含めます。詳細については、「ユーザープール設定の更
新 (p. 45)」を参照してください。

    #Send this parameter in an 'aws cognito-idp update-user-pool' CLI command, 
 including any existing  
    #user pool configurations. 
               
      --lambda-config "PreSignUp={LambdaVersion=V1_0,LambdaArn=lambda-arn}, \ 
                       CustomSMSSender={LambdaVersion=V1_0,LambdaArn=lambda-arn}, \ 
                       CustomEmailSender={LambdaVersion=V1_0,LambdaArn=lambda-arn}, \ 
                       KMSKeyID=key-id"         
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update-user-pool AWS CLI を使用してカスタム送信者の Lambda トリガーを削除するには、--
lambda-config から CustomSMSSender または CustomEmailSender パラメータを省略し、ユーザー
プールで使用する他のすべてのトリガーを含めます。

UpdateUserPool API リクエストを使用してカスタム送信者の Lambda トリガーを削除するには、ユー
ザープール設定の残りを含むリクエスト本文から CustomSMSSender または CustomEmailSender パラ
メータを省略します。

コードサンプル
次の Node.js 例は、カスタム SMS 送信者 Lambda 関数で SMS メッセージイベントを処理します。この例
では、関数に 2 つの環境変数が定義されていることを前提としています。

KEY_ALIAS

ユーザーのコードを暗号化および復号化するために使用する KMS キーのエイリアス。
KEY_ARN

ユーザーのコードを暗号化および復号化するために使用する KMS キーの Amazon リソースネーム 
(ARN)。

const AWS = require('aws-sdk');
const b64 = require('base64-js');
const encryptionSdk = require('@aws-crypto/client-node');
//Configure the encryption SDK client with the KMS key from the environment variables.   
const { encrypt, decrypt } = 
 encryptionSdk.buildClient(encryptionSdk.CommitmentPolicy.REQUIRE_ENCRYPT_ALLOW_DECRYPT);
const generatorKeyId = process.env.KEY_ALIAS;
const keyIds = [ process.env.KEY_ARN ];
const keyring = new encryptionSdk.KmsKeyringNode({ generatorKeyId, keyIds })
exports.handler = async (event) => { 
 //Decrypt the secret code using encryption SDK. 
 let plainTextCode; 
 if(event.request.code){ 
  const { plaintext, messageHeader } = await decrypt(keyring, 
 b64.toByteArray(event.request.code)); 
  plainTextCode = plaintext 
 } 
 //PlainTextCode now contains the decrypted secret. 
 if(event.triggerSource == 'CustomSMSSender_SignUp'){ 
  //Send an SMS message to your user via a custom provider. 
  //Include the temporary password in the message. 
 } 
 else if(event.triggerSource == 'CustomSMSSender_ResendCode'){ 
 } 
 else if(event.triggerSource == 'CustomSMSSender_ForgotPassword'){ 
 } 
 else if(event.triggerSource == 'CustomSMSSender_UpdateUserAttribute'){ 
 } 
 else if(event.triggerSource == 'CustomSMSSender_VerifyUserAttribute'){ 
 } 
 else if(event.triggerSource == 'CustomSMSSender_AdminCreateUser'){ 
 } 
 else if(event.triggerSource == 'CustomSMSSender_AccountTakeOverNotification'){ 
 } 
 return;
};

トピック
• カスタム SMS 送信者関数で SMS メッセージ機能を評価する (p. 169)
• カスタム SMS 送信者の Lambda トリガーのソース (p. 164)
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カスタム SMS 送信者関数で SMS メッセージ機能を評価する
カスタム SMS 送信者 Lambda 関数は、ユーザープールが送信する SMS メッセージを受け入れ、関数はカ
スタムロジックに基づいてコンテンツを配信します。Amazon Cognito は関数に カスタム SMS 送信者の 
Lambda トリガーパラメータ (p. 165) を送信します。この情報を使用して、関数はユーザーが望むこと
を実行できます。例えば、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックにコードを送信で
きます。Amazon SNS トピックのサブスクライバーは、SMS メッセージ、HTTPS エンドポイント、また
は E メールアドレスです。

カスタム SMS 送信者 Lambda 関数を使用して Amazon Cognito SMS メッセージングのテスト環境を作成
するには、GitHub 上の aws-samples ライブラリの「amazon-cognito-user-pool-development-and-testing-
with-sms-redirected-to-email」を参照してください。リポジトリには、新しいユーザープールを作成した
り、既に持っているユーザープールを操作したりできる AWS CloudFormation テンプレートが含まれてい
ます。これらのテンプレートでは、Lambda 関数と Amazon SNS トピックが作成されます。テンプレート
がカスタム SMS 送信者トリガーとして割り当てる Lambda 関数は、SMS メッセージを Amazon SNS ト
ピックのサブスクライバーにリダイレクトします。

このソリューションをユーザープールにデプロイすると、Amazon Cognito が通常送信するすべての
メッセージが SMS メッセージングを介して送信され、代わりに Lambda 関数が中央の E メールアドレ
スに送信します。このソリューションを使用して、SMS メッセージをカスタマイズおよびプレビュー
し、Amazon Cognito が SMS メッセージを送信する原因となるユーザープールイベントをテストします。
テストが完了したら、CloudFormation スタックをロールバックするか、ユーザープールからカスタム 
SMS 送信者関数の割り当てを削除します。

Important

amazon-cognito-user-pool-development-and-testing-with-sms-redirected-to-email のテンプレー
トは使用して、本番環境を構築しないでください。ソリューション内のカスタム SMS 送信者 
Lambda 関数は SMS メッセージをシミュレートしますが、Lambda 関数はそれらすべてを単
一の中央の E メールアドレスに送信します。本番環境の Amazon Cognito ユーザープールで 
SMS メッセージを送信する前に、Amazon Cognito ユーザープール用の SMS メッセージ設
定 (p. 210) に示す要件を満たす必要があります。

カスタム SMS 送信者の Lambda トリガーのソース
以下の表には、Lambda コード内のカスタム SMS トリガーのソースに対するトリガーイベントが記載され
ています。

TriggerSource value イベント

CustomSMSSender_SignUp ユーザーがサインアップすると、Amazon Cognito 
がウェルカムメッセージを送信します。

CustomSMSSender_ForgotPassword ユーザーがパスワードをリセットするコードを要
求します。

CustomSMSSender_ResendCode ユーザーがパスワードをリセットするための置換
コードを要求します。

CustomSMSSender_VerifyUserAttribute ユーザーが新しい E メールアドレスまたは電話番
号の属性を作成すると、Amazon Cognito は属性を
検証するコードを送信します。

CustomSMSSender_UpdateUserAttribute ユーザーが E メールアドレスまたは電話番号の属
性を更新すると、Amazon Cognito は属性を検証す
るためのコードを送信します。

CustomSMSSender_Authentication ユーザーが SMS 多要素認証 (MFA) を使用して設
定されたユーザーがサインインします。
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TriggerSource value イベント

CustomSMSSender_AdminCreateUser ユーザープールに新しいユーザーを作成する
と、Amazon Cognito から一時パスワードが送信さ
れます。

Amazon Cognito ユーザープールでの Amazon 
Pinpoint 分析の使用

Amazon Cognito ユーザープールは、Amazon Cognito ユーザープールの分析を提供し、Amazon Pinpoint 
キャンペーンのユーザーデータを強化するために Amazon Pinpoint と統合されています。Amazon 
Pinpoint は、プッシュ通知を使用するモバイルアプリケーションでのユーザーエンゲージメントを促進す
るために、分析と的を絞ったキャンペーンを提供します。Amazon Cognito ユーザープールでの Amazon 
Pinpoint 分析のサポートを使用すると、Amazon Pinpoint コンソールでユーザープールへのサインアッ
プ、サインイン、失敗した認証、デイリーアクティブユーザー数 (DAU)、および月間アクティブユーザー
数 (MAU) を追跡できます。デバイスプラットフォーム、デバイスロケール、およびアプリケーションの
バージョンなどのデータを異なる日付範囲や属性で表示できます。

また、アプリケーションにカスタム属性を設定することもできます。これらは、Amazon Pinpoint でユー
ザーを分割し、的を絞ったプッシュ通知をユーザーに送信するために使用できます。Amazon Cognito コ
ンソールの [Analytics] (分析) タブで、[Share user attribute data with Amazon Pinpoint] (Amazon Pinpoint 
とユーザー属性データを共有する) を選択すると、Amazon Pinpoint は、ユーザーの E メールアドレスと
電話番号用に追加のエンドポイントを作成します。

Amazon Cognito と Amazon Pinpoint の利用可能な
リージョン
次の表は、次の条件のいずれかを満たす Amazon Cognito と Amazon Pinpoint 間の AWS リージョン マッ
ピングを示しています。

• Amazon Pinpoint プロジェクトは、米国東部 (バージニア北部) (us-east-1) リージョンでのみ使用できま
す。

• Amazon Pinpoint プロジェクトは、同じリージョンまたは米国東部 (バージニア北部) (us-east-1) リー
ジョンで使用できます。

デフォルトでは、Amazon Cognito は同じ AWS リージョン の Amazon Pinpoint プロジェクトにのみ分析
を送信できます。このルールの例外は、次の表のリージョンと Amazon Pinpoint が利用できないリージョ
ンです。

Note

Amazon Pinpoint は、欧州 (ミラノ) および中東 (バーレーン) では利用できません。これらのリー
ジョンの Amazon Cognito ユーザープールは分析をサポートしていません。

この表は、Amazon Cognito ユーザープールを構築したリージョンと、Amazon Pinpoint の対応するリー
ジョンとの関係を示しています。Amazon Pinpoint プロジェクトを Amazon Cognito と統合するには、使
用可能なリージョンに設定する必要があります。

Amazon Cognito ユーザープールのリージョン Amazon Pinpoint プロジェクトのリージョン

ap-northeast-1 us-east-1

ap-northeast-2 us-east-1
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Amazon Cognito ユーザープールのリージョン Amazon Pinpoint プロジェクトのリージョン

ap-south-1 us-east-1、ap-south-1

ap-southeast-1 us-east-1

ap-southeast-2 us-east-1、ap-southeast-2

ca-central-1 us-east-1

eu-central-1 us-east-1、eu-central-1

eu-west-1 us-east-1、eu-west-1

eu-west-2 us-east-1

us-east-1 us-east-1

us-east-2 us-east-1

us-west-2 us-east-1、us-west-2

リージョンマッピングの例

• ap-northeast-1 でユーザープールを作成する場合、Amazon Pinpoint プロジェクトは us-east-1 で作成す
る必要があります。

• ap-south-1 でユーザープールを作成する場合、Amazon Pinpoint プロジェクトは us-east-1 または ap-
south-1 のいずれかで作成できます。

Note

前の表にある以外の AWS リージョン の場合、Amazon Cognito はユーザープールと同じリー
ジョンの Amazon Pinpoint プロジェクトのみを使用できます。ユーザープールを構築したリー
ジョンで Amazon Pinpoint が利用できず、表にも記載されていない場合、Amazon Cognito はそ
のリージョンで Amazon Pinpoint 分析をサポートしません。詳細な AWS リージョン 情報につい
ては、「Amazon Pinpoint エンドポイントとクォータ」を参照してください。

Amazon Pinpoint 分析設定の指定 (AWS Management Console)
Amazon Cognito ユーザープールを設定して、分析データを Amazon Pinpoint に送信できます。Amazon 
Cognito は、ユーザープールにネイティブなユーザーの分析データのみを Amazon Pinpoint に送信しま
す。ユーザープールを Amazon Pinpoint プロジェクトに関連付けるように設定したら、API リクエストに
AnalyticsMetadata を含める必要があります。詳細については、「アプリを Amazon Pinpoint と統合す
る (p. 172)」を参照してください。

分析の設定を指定する

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。AWS 認証情報を求められる場合があります。
2. [User Pools] (ユーザープール) を選択して、リストから既存のユーザープールを選択します。
3. [App integration] (アプリケーションの統合) タブを選択します。
4. [App clients and analytics] (アプリケーションクライアントと分析) で、リストから既存の [App client 

name] (アプリケーションクライアント名) を選択します。
5. [Pinpoint analytics] (Pinpoint 分析) で [Enable] (有効化) を選択します。
6. [Pinpoint Region] (Pinpoint リージョン) を選択します。
7. [Amazon Pinpoint project] (Amazon Pinpoint プロジェクト) を選択するか、[Create Amazon Pinpoint 

project] (Amazon Pinpoint プロジェクトを作成する) を選択します。
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Note

Amazon Pinpoint プロジェクト ID は、Amazon Pinpoint プロジェクトに固有の 32 文字の文
字列です。これは Amazon Pinpoint コンソールにリストされています。
複数の Amazon Cognito アプリケーションを単一の Amazon Pinpoint プロジェクトにマッピ
ングできますが、各 Amazon Cognito アプリは 1 つの Amazon Pinpoint プロジェクトにしか
マップできません。
Amazon Pinpoint では、各プロジェクトを単一のアプリにする必要があります。例えば、
ゲームデベロッパーが 2 つのゲームを持っている場合、両方のゲームが同じ Amazon 
Cognito ユーザープールを使用しているとしても、各ゲームを個別の Amazon Pinpoint プ
ロジェクトにする必要があります。Amazon Pinpoint プロジェクトの詳細については、
「Amazon Pinpoint でプロジェクトを作成する」を参照してください。

8. Amazon Cognito が E メールアドレスと電話番号を Amazon Pinpoint に送信し、ユーザー用の追加の
エンドポイントを作成する場合は、[User data sharing] (ユーザーデータの共有) で [Share user data 
with Amazon Pinpoint] (Amazon Pinpoint でユーザーデータを共有する) を選択します。ユーザーが E 
メールアドレスと電話番号を確認した後、Amazon Cognito はそれらがユーザーアカウントで利用可
能な場合にのみ Amazon Pinpoint と共有します。

Note

エンドポイントは、Amazon Pinpoint でプッシュ通知を送信することができるユーザーデ
バイスを一意に識別します。エンドポイントの詳細については、Amazon Pinpoint デベロッ
パーガイドの「エンドポイントの追加」を参照してください。

9. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

Amazon Pinpoint 分析設定の指定 (AWS CLI および AWS API)
以下のコマンドを使用して、ユーザープールの Amazon Pinpoint 分析設定を指定します。

アプリケーション作成時にユーザープールの既存のクライアントアプリケーションの分析設定を
指定する

• AWS CLI: aws cognito-idp create-user-pool-client
• AWS API:CreateUserPoolClient

ユーザープールの既存のクライアントアプリケーションの分析設定を更新する

• AWS CLI: aws cognito-idp update-user-pool-client
• AWS API:UpdateUserPoolClient

Note

Amazon Cognito は、ApplicationArn の使用時にリージョン内の統合をサポートします。

アプリを Amazon Pinpoint と統合する
ネイティブ API の Amazon Cognito ネイティブユーザーの分析メタデータを Amazon Pinpoint に公開でき
ます。

ネイティブユーザー

サードパーティー ID プロバイダー (IdP) を通じてサインインするのではなく、アカウントにサイン
アップしたユーザー、またはユーザープールで作成されたユーザー。
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ネイティブ API

カスタムユーザーインターフェイス (UI) を備えたアプリを使用して、AWS SDK と統合できるオペ
レーション。ホストされた UI からサインインするフェデレーティッドユーザーまたはネイティブユー
ザーの分析メタデータを渡すことはできません。ネイティブ API オペレーションのリストについて
は、「Amazon Cognito API リファレンス」を参照してください。

キャンペーンに公開するようにユーザープールを設定すると、Amazon Cognito は次の API オペレーショ
ンのためのメタデータを Amazon Pinpoint に渡します。

• AdminInitiateAuth
• AdminRespondToAuthChallenge
• ConfirmForgotPassword
• ConfirmSignUp
• ForgotPassword
• InitiateAuth
• ResendConfirmationCode
• RespondToAuthChallenge
• SignUp

ユーザーのセッションに関するメタデータを Amazon Pinpoint キャンペーンに渡すには、API リクエスト
の AnalyticsMetadata パラメータに AnalyticsEndpointId 値を含めます。JavaScript の例につい
ては、「AWS ナレッジセンター」の「Amazon Pinpoint ダッシュボードに Amazon Cognito ユーザープー
ルの分析が表示されないのはなぜですか?」を参照してください。

ユーザープール内のユーザーを管理する
ユーザープールを作成した後で、ユーザーアカウントの作成、確認、および管理を行うことができま
す。Amazon Cognito グループでは、IAM ロールをグループにマップすることによって、ユーザーと、
ユーザーのリソースへのアクセスを管理できます。

ユーザーは、ユーザー移行の Lambda トリガーを使用してユーザープールにインポートできます。この
アプローチでは、ユーザープールに初めてサインインするときに、既存のユーザーディレクトリからユー
ザープールにユーザーをシームレスに移行できます。

トピック
• ユーザーアカウントのサインアップと確認 (p. 173)
• 管理者としてのユーザーアカウントの作成 (p. 182)
• ユーザープールにグループを追加する (p. 186)
• ユーザーアカウントの管理と検索 (p. 188)
• ユーザーアカウントの復旧 (p. 191)
• ユーザープールへのユーザーのインポート (p. 192)

ユーザーアカウントのサインアップと確認
ユーザーアカウントは次の方法の 1 つでユーザープールに追加されます。

• ユーザーは、ユーザープールのクライアントアプリにサインアップします。これはモバイルまたはウェ
ブアプリです。
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• ユーザープールにユーザーのアカウントをインポートできます。詳細については、「CSV ファイルから
ユーザープールへのユーザーのインポート (p. 193)」を参照してください。

• ユーザープールにユーザーのアカウントを作成し、サインインへユーザーを招待することができます。
詳細については、「管理者としてのユーザーアカウントの作成 (p. 182)」を参照してください。

サインアップするユーザーは、サインインする前に確認が求められます。インポートされ作成されたユー
ザーはすでに確認されていますが、初めてサインインするときはパスワードを作成する必要があります。
以下のセクションで、確認プロセス、E メール、電話確認について説明します。

ユーザーアカウント確認の概要
次の図は確認プロセスを示しています。

ユーザーアカウントは、以下のいずれかの状態になります。

登録済み (未確認)

ユーザーは正常にサインアップできますが、ユーザーアカウントを確認するまではサインインできま
せん。ユーザーは有効ですが、この状態で確認されていません。

サインアップする新しいユーザーはこの状態から開始します。
確認済み

ユーザーアカウントが確認され、ユーザーはサインインできます。ユーザーがユーザーアカウントを
確認するためにコードを入力したり、E メールのリンクをたどったりすると、その E メールや電話番
号が自動的に認証されます。コードまたはリンクは 24 時間有効です。

ユーザーアカウントが管理者またはサインアップ前の Lambda トリガーによって確認された場合は、
検証済みの E メールまたは電話番号がアカウントに関連付けられていないことがあります。

パスワードのリセットが必要

ユーザーアカウントは確認されましたが、ユーザーはサインインする前にコードをリクエストし、自
身のパスワードをリセットする必要があります。

管理者またはデベロッパーがインポートしたユーザーアカウントは、この状態から開始します。
パスワードの強制変更

ユーザーアカウントが確認され、ユーザーは一時パスワードを使用してサインインできますが、初回
のサインイン時に他の操作を行う前にパスワードを新しい値に変更する必要があります。
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管理者またはデベロッパーが作成したユーザーアカウントは、この状態から開始します。
Disabled

ユーザーアカウントを削除する前に、そのユーザーのサインインアクセスを無効にする必要がありま
す。

サインアップ時に連絡先情報を検証する
新しいユーザーがアプリにサインアップする際、1 つ以上の連絡先の入力を求める必要があります。たと
えば、ユーザーの連絡先情報は、以下のように使用されます。

• ユーザーが自分のパスワードをリセットする際、仮パスワードを送信する。
• ユーザーの個人情報または財務情報が更新された際に通知する。
• プロモーションメッセージ (特価販売や割引など) を送信する。
• アカウントの概要または請求日のお知らせを送信する。

このようなユースケースでは、検証済みの送信先にメッセージを送信することが重要です。そうしない
と、誤入力された無効な E メールアドレスまたは電話番号にメッセージが送信される可能性があります。
さらに悪いケースでは、ユーザーを騙る悪人に機密情報が送信される可能性があります。

適切なユーザーにのみメッセージが送信されることを確実にするには、サインアップ時にユーザーが以下
の情報を入力することを必須とするように Amazon Cognito ユーザープールを設定します。

a. E メールアドレスおよび電話番号。
b. Amazon Cognito がその E メールアドレスまたは電話番号に送信する検証コード。24 時間が経過し、

ユーザーのコードまたはリンクが有効でなくなった場合は、ResendConfirmationCode API オペレー
ションを呼び出して、新しいコードまたはリンクを生成して送信します。

検証コードを入力することで、コードを受信したメールボックスまたは電話へのアクセス権があるユー
ザーであることが証明されます。ユーザーがコードを入力すると、Amazon Cognito が以下を行うことに
よってユーザープールのユーザーに関する情報を更新します。

• ユーザーのステータスを CONFIRMED に設定する。
• ユーザーの属性を更新し、E メールアドレスまたは電話番号が検証されていることを示す。

この情報は、Amazon Cognito コンソールを使用して表示できます。または、AdminGetUser API オペ
レーション、AWS CLI を使用した admin-get-user コマンド、またはいずれかの AWS SDK の対応する
アクションを使用できます。

ユーザーに検証済みの連絡方法がある場合は、ユーザーがパスワードリセットをリクエストする時
に、Amazon Cognito が自動的にメッセージをユーザーに送信します。

E メールまたは電話による検証を求めるようにユーザープールを設定するには

ユーザーの E メールアドレスと電話番号を確認することで、ユーザーに連絡できることを確認しま
す。AWS Management Console で以下の手順を実行し、ユーザーに E メールアドレスまたは電話番号の
確認を要求するようにユーザープールを設定します。

Note

アカウントにまだユーザープールがない場合は、「ユーザープールの開始方法。 (p. 20)」を参
照してください。
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ユーザープールを設定するには

1. Amazon Cognito コンソール に移動します。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力しま
す。

2. ナビゲーションペインで、[User Pools] (ユーザープール) を選択します。リストから既存のユーザー
プールを選択するか、ユーザープールを作成します。

3. Sign-up experience] (サインアップエクスペリエンス) タブを選択して、[Attribute verification and user 
account confirmation] (属性の検証とユーザーアカウントの確認) を検索します。Edit (編集) を選択し
ます。

4. [Cognito-assisted verification and confirmation] (Cognito アシストの検証と確認) を有効化するかどう
かを選択して、Amazon Cognito がユーザーのサインアップ時に選択したユーザー連絡先属性にメッ
セージを送信させるか、ユーザープロファイルを作成します。Amazon Cognito が送信するメッセー
ジは、ユーザーがその受信を確認した後、属性を検証し、サインインするためのユーザープロファイ
ルを確認するコードまたはリンクをユーザーに提供します。

Note

[Cognito-assisted verification and confirmation] (Cognito アシストの検証と確認) を無効にし
て、API アクションまたは Lambda トリガーを使用して属性を検証し、ユーザーを確認する
こともできます。
このオプションを選択すると、Amazon Cognito はユーザーのサインアップ時に検証コード
を送信しません。このオプションは、Amazon Cognito からの検証コードを使用せずに、少
なくとも 1 つの連絡方法を検証するカスタムの認証フローを使用している場合に選択しま
す。例えば、特定のドメインに属する E メールアドレスを自動的に確認するサインアップ前 
Lambda トリガーを使用することができます。
ユーザーの連絡先情報を検証しない場合は、アプリケーションを使用できない場合がありま
す。以下を行うには、ユーザーの連絡情報の検証が必要となる点にご注意ください。

• [Reset their passwords] (パスワードのリセット) — ユーザーが ForgotPassword API ア
クションを呼び出すオプションをアプリケーションで選択すると、Amazon Cognito はユー
ザーの E メールアドレスまたは電話番号に一時パスワードを送信します。Amazon Cognito 
がこのパスワードを送信するのは、ユーザーが検証済みの連絡方法を少なくとも 1 つ持っ
ている場合のみです。

• [Sign in by using an email address or phone number as an alias] (E メールアドレスまたは
電話番号をエイリアスとして使用してサインインする) — これらのエイリアスを許可する
ようにユーザープールを設定した場合、ユーザーは、検証済みである場合にのみ、そのエ
イリアスを使用してサインインできます。詳細については、「ログイン属性のカスタマイ
ズ (p. 263)」を参照してください。

5. [Attributes to verify] (検証する属性) を以下から選択します。

SMS メッセージを送信し、電話番号を確認する

ユーザーがサインアップすると Amazon Cognito が SMS メッセージで検証コードを送信しま
す。通常 SMS メッセージでユーザーと通信する場合は、このオプションを選択してください。
例えば、配信通知、予約確認、または警告を送信する場合は、検証済みの電話番号を使用しま
す。アカウントが確認されると、ユーザーの電話番号が検証済み属性になります。ユーザーの E 
メールアドレスを確認して通信するには、追加のアクションを実行する必要があります。

E メールメッセージを送信し、E メールアドレスを確認する

ユーザーがサインアップすると Amazon Cognito が E メール経由で検証コードを送信します。通
常 E メールでユーザーと通信する場合は、このオプションを選択してください。たとえば、請求
明細、注文書、特価販売を使用する場合は、検証済みの E メールアドレスを使用する必要があり
ます。アカウントが確認されると、ユーザーのメールアドレスが検証済み属性になります。ユー
ザーの電話番号を確認して通信するには、追加のアクションを実行する必要があります。
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電話番号が利用可能な場合は SMS メッセージを送信し、そうでない場合は E メールメッセージを送
信する

すべてのユーザーに同じ検証済みの連絡方法を要求する必要がない場合は、このオプションを選
択してください。この場合、アプリのサインアップページで、希望する連絡方法のみを検証する
ようにユーザーに求めることができます。Amazon Cognito が検証コードを送信するときは、ア
プリからの SignUp リクエストで指定された連絡方法にコードが送信されます。ユーザーが E 
メールアドレスと電話番号の両方を入力し、アプリが SignUp リクエストに両方の連絡方法を指
定する場合、Amazon Cognito は検証コードを電話番号のみに送信します。

ユーザーが E メールアドレスと電話番号の両方を検証することを必須としている場合は、このオ
プションを選択してください。Amazon Cognito は、ユーザーのサインアップ時に 1 つの連絡方
法を検証するので、アプリがユーザーのサインイン後にもう一方の連絡方法を検証する必要があ
ります。詳細については、「ユーザーに E メールアドレスと電話番号の両方の確認を要求する場
合 (p. 177)」を参照してください。

6. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

E メールアドレスまたは電話による検証を使用した認証フロー

ユーザープールで連絡先情報の検証をユーザーに要求する場合、ユーザーがアプリにサインアップした後
のフローを容易にする必要があります。

1. ユーザーは、ユーザー名、メールアドレス、電話番号やその他の属性を入力してアプリにサインアッ
プします。

2. Amazon Cognito サービスは、アプリからサインアップリクエストを受け取ります。サインアップに
必要なすべての属性がリクエストに含まれることを確認した後で、サービスはサインアッププロセス
を完了し、確認コードをユーザーの電話 (SMS メッセージ) または E メールに送信します。コードは 
24 時間有効です

3. サービスは、サインアップが完了しユーザーアカウントが確認保留であることを返します。応答に
は、確認コードの送信先に関する情報が含まれます。この時点でユーザーアカウントは未確認状態に
なり、ユーザーのメールアドレスと電話番号は未確認です。

4. アプリは、ユーザーに確認コードを入力するよう求めるメッセージを表示できます。ユーザーは、
コードをすぐに入力する必要はありません。ただし、確認コードを入力するまでユーザーはサインイ
ンできません。

5. ユーザーがアプリに確認コードを入力します。
6. アプリは、Amazon Cognito サービスにコードを送信する ConfirmSignUp を呼び出します。これ

は、コードを検証し、コードが正しい場合はユーザーのアカウントを確認済み状態に設定します。
ユーザーアカウントが正常に確認されると、Amazon Cognito サービスが自動的に、E メールアドレス
または電話番号を確認するために使用された属性を検証済みとしてマークします。この属性の値が変
更されていない場合、ユーザーはそれを再度確認する必要はありません。

7. この時点で、ユーザーアカウントは確認済みの状態になっており、ユーザーはサインインできます。

ユーザーに E メールアドレスと電話番号の両方の確認を要求する場合

Amazon Cognito は、ユーザーのサインアップ時に 1 つの連絡方法しか検証しません。Amazon Cognito が 
E メールアドレスまたは電話番号のどちらを検証するかを選択する必要がある場合は、SMS メッセージ経
由で検証コードを送信して電話番号を検証することを選択します。例えば、ユーザーが E メールアドレス
と電話番号のいずれかを検証できるようにユーザープールを設定する場合、およびアプリがサインアップ
時にこれら両方の属性を提供する場合、Amazon Cognito は電話番号のみを検証します。ユーザーが電話
番号を検証したら、Amazon Cognito がユーザーのステータスを CONFIRMED に設定し、ユーザーはアプ
リにサインインできるようになります。

ユーザーがアプリにサインインした後、サインアップ時に検証されなかった連絡方法を検証するオプショ
ンを提示することができます。この 2 つ目の方法を検証するには、アプリで VerifyUserAttribute
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API アクションを呼び出します。このアクションには AccessToken パラメータが必要で、Amazon 
Cognito は認証されたユーザーにアクセストークンしか提供しないことに注意してください。したがっ
て、2 つ目の連絡方法は、ユーザーがサインインした後にのみ検証できます。

E メールアドレスと電話番号の両方を検証するようにユーザーに求める場合は、以下のように行います。

1. E メールアドレスまたは電話番号を検証することをユーザーに許可するようにユーザープールを設定
します。

2. アプリのサインアップフローで、E メールアドレスおよび電話番号の両方を入力するようユーザーに
求めます。SignUp API アクションを呼び出し、UserAttributes パラメータの E メールアドレス
および電話番号を指定します。この時点で、Amazon Cognito がユーザーの携帯電話に検証コードを
送信します。

3. アプリのインターフェイスで、ユーザーが検証コードを入力する確認ページを提示します。ユーザー
を確認するには、ConfirmSignUp API アクションを呼び出します。この時点で、ユーザーのステー
タスは CONFIRMED となり、ユーザーの電話番号は検証されますが、E メールアドレスはまだ検証さ
れていません。

4. サインインページを提示し、ユーザーを認証するには、InitiateAuth API アクションを呼び出しま
す。ユーザーが認証されると、Amazon Cognito がアプリにアクセストークンを返します。

5. GetUserAttributeVerificationCode API アクションを呼び出します。リクエストで次のパラ
メータを指定します。

• AccessToken – ユーザーのサインイン時に Amazon Cognito が返したアクセストークン。
• AttributeName – "email" を属性値として指定します。

Amazon Cognito がユーザーの E メールアドレスに検証コードを送信します。
6. ユーザーが検証コードを入力する確認ページを提示します。ユーザーがコードを入力した

ら、VerifyUserAttribute API アクションを呼び出します。リクエストで次のパラメータを指定し
ます。

• AccessToken – ユーザーのサインイン時に Amazon Cognito が返したアクセストークン。
• AttributeName – "email" を属性値として指定します。
• Code – ユーザーが提供した検証コード。

この時点で、E メールアドレスが検証されます。

ユーザーにアプリケーションへのサインアップを許可するが管理
者として確認する
1. ユーザーは、ユーザー名、メールアドレス、電話番号やその他の属性を入力してアプリにサインアッ

プします。
2. Amazon Cognito サービスは、アプリからサインアップリクエストを受け取ります。サインアップに

必要なすべての属性がリクエストに含まれることを確認した後で、サービスはサインアッププロセス
を完了し、アプリにサインアップが完了し確認が保留中であることをアプリに返します。この時点で
ユーザーのアカウントは未確認状態です。アカウントが確認されるまで、ユーザーはサインインする
ことはできません。

3. 管理者は、Amazon Cognito コンソール ([Users] (ユーザー) タブでユーザーアカウントを見つけて
[Confirm] (確認) ボタンをクリックする)、または CLI (admin-confirm-sign-up コマンドを選択
する) でユーザーのアカウントを確認します。[確認] ボタンと admin-confirm-sign-up コマンド
は、AdminConfirmSignUp API を使用して確認を行います。

4. この時点で、ユーザーアカウントは確認済みの状態になっており、ユーザーはサインインできます。
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シークレットハッシュ 値の計算
ベストプラクティスとして、機密アプリケーションクライアントにクライアントシークレットを割り当て
ます。アプリケーションクライアントにクライアントシークレットを割り当てる場合、Amazon Cognito 
ユーザープール API リクエストには、リクエスト本文にクライアントシークレットを含むハッシュを含め
る必要があります。以下のリストにある API オペレーションのクライアントシークレットに関する知識を
検証するには、クライアントシークレットをアプリケーションのクライアント ID とユーザーのユーザー名
と連結し、その文字列を base64 でエンコードします。

以下の Amazon Cognito ユーザープール API は、SecretHash パラメータにクライアントシークレットの
ハッシュ値を受け入れます。

• ConfirmForgotPassword
• ConfirmSignUp
• ForgotPassword
• ResendConfirmationCode
• SignUp

また、以下の API は、認証パラメータまたはチャレンジレスポンス内の SECRET_HASH パラメータにクラ
イアントシークレットのハッシュ値を受け入れます。

API オペレーション SECRET_HASH の親パラメータ

InitiateAuth AuthParameters

AdminInitiateAuth AuthParameters

RespondToAuthChallenge ChallengeResponses

AdminRespondToAuthChallenge ChallengeResponses

シークレットハッシュ値は、Base 64 でエンコードされたキー付きハッシュメッセージ認証コード 
(HMAC) であり、ユーザープールクライアントおよびユーザー名、さらにメッセージ内のクライアント 
ID を使用して計算されたものです。次の擬似コードは、この値の計算方法を示します。この擬似コード
で + は連結を表し、HMAC_SHA256 は HmacSHA256 を使用して HMAC 値を生成する関数を、Base64 は 
Base-64 でエンコードされたバージョンのハッシュ出力を生成する関数を示します。

Base64 ( HMAC_SHA256 ( "Client Secret Key", "Username" + "Client Id" ) )

SecretHash パラメータの計算方法と使用方法の詳細な概要については、AWS ナレッジセンターの
「Amazon Cognito ユーザープール API で発生した『クライアント <client-id> のシークレットハッシュを
検証できません』というエラーをトラブルシューティングするにはどうすればよいですか」を参照してく
ださい。

サーバー側の Java アプリケーションコードで、次のコード例を使用できます。

Java

import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec; 
  
public static String calculateSecretHash(String userPoolClientId, String 
 userPoolClientSecret, String userName) { 
    final String HMAC_SHA256_ALGORITHM = "HmacSHA256"; 
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    SecretKeySpec signingKey = new SecretKeySpec( 
            userPoolClientSecret.getBytes(StandardCharsets.UTF_8), 
            HMAC_SHA256_ALGORITHM); 
    try { 
        Mac mac = Mac.getInstance(HMAC_SHA256_ALGORITHM); 
        mac.init(signingKey); 
        mac.update(userName.getBytes(StandardCharsets.UTF_8)); 
        byte[] rawHmac = 
 mac.doFinal(userPoolClientId.getBytes(StandardCharsets.UTF_8)); 
        return Base64.getEncoder().encodeToString(rawHmac); 
    } catch (Exception e) { 
        throw new RuntimeException("Error while calculating "); 
    }
}

Python

import sys
import hmac, hashlib, base64  
username = sys.argv[1]  
app_client_id = sys.argv[2]  
key = sys.argv[3]  
message = bytes(sys.argv[1]+sys.argv[2],'utf-8')  
key = bytes(sys.argv[3],'utf-8')  
secret_hash = base64.b64encode(hmac.new(key, message, 
 digestmod=hashlib.sha256).digest()).decode()  
print("SECRET HASH:",secret_hash)

E メールまたは電話番号の確認なしでユーザーアカウントを確認
する
検証コードを要求したり、E メールまたは電話番号を検証したりすることなくサインアップ時にユーザー
アカウントを自動的に確認するには、サインアップ前の Lambda トリガーを使用できます。この方法で確
認されたユーザーは、コードを受け取らないですぐにサインインできます。

このトリガーによって検証されたユーザーのメールまたは電話番号をマーキングすることもできます。

Note

これはユーザーが始めるにあたって便利な方法ですが、E メールまたは電話番号を少なくとも 1 
つ自動検証することをお勧めします。そうしないと、ユーザーがパスワードを忘れた際に復旧で
きないままになる場合があります。

ユーザーがサインアップ時に検証コードを受信して入力することを必須とせず、サインアップ前の 
Lambda トリガーで E メールと電話番号を自動検証しない場合は、そのユーザーアカウントに検証済みの 
E メールアドレスまたは電話番号が存在しないリスクが生じます。ユーザーはメールアドレスまたは電話
番号を後で確認できます。ただし、パスワードを忘れて確認済みの E メールアドレスまたは電話番号がな
い場合、パスワードを忘れた場合のフローで検証コードをユーザーに送信するために確認済みの E メール
または電話番号が必要となるため、ユーザーはアカウントからロックアウトされます。

ユーザーが E メールまたは電話番号を変更するときに確認する
ユーザーがアプリで自分の E メールアドレスまたは電話番号を更新すると、その属性を自動的に検証す
るようにユーザープールを設定した場合、Amazon Cognito は検証コード付きのメッセージをすぐにユー
ザーに送信します。その後、ユーザーは検証メッセージからアプリにコードを提供する必要があります。
その後、アプリは VerifyUserAttribute API リクエストでこのコードを送信し、新しい属性値の検証を完了
します。
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ユーザープールで更新された E メールアドレスまたは電話番号の検証がユーザーに要求されない場
合、Amazon Cognito はただちに更新された email  または phone_number 属性の値を変更し、その属性
を未検証としてマークします。ユーザーは、未確認の E メールまたは電話番号でサインインできません。
その属性をサインインエイリアスとして使用するには、更新された値の検証を完了する必要があります。

ユーザープールで更新された E メールアドレスまたは電話番号の検証がユーザーに要求される場
合、Amazon Cognito はユーザーが新しい属性値を検証するまで、属性を検証されたままにし、元の値に
設定します。属性がサインイン用のエイリアスである場合、検証によって属性が新しい値に変更されるま
で、ユーザーは元の属性値を使用してサインインできます。更新された属性の検証をユーザーに要求する
ようにユーザープールを設定する方法の詳細については、「E メールまたは電話による検証の設定」を参
照してください。

検証メッセージは、カスタムメッセージの Lambda トリガーを使用してカスタマイズできます。詳細につ
いては、「カスタムメッセージの Lambda トリガー (p. 154)」を参照してください。ユーザーの E メー
ルアドレスや電話番号が未確認の場合、アプリはユーザーに属性を確認する必要があることを通知し、
ユーザーが新しい E メールアドレスや電話番号を確認するためのボタンやリンクを提供する必要がありま
す。

管理者またはデベロッパーが作成するユーザーアカウントの確認
および検証プロセス
管理者またはデベロッパーが作成したユーザーアカウントは常に確認済み状態にあるため、ユーザーは
確認コードを入力する必要はありません。Amazon Cognito サービスがこれらのユーザーに送信する招待
メッセージには、ユーザー名と一時パスワードが含まれています。ユーザーは、サインインする前にパス
ワードを変更する必要があります。詳細について、は、「E メールメッセージと SMS メッセージのカス
タマイズ (p. 184)」の「管理者としてのユーザーアカウントの作成 (p. 182)」と「Lambda トリガーを
使用したユーザープールワークフローのカスタマイズ (p. 111)」のカスタムメッセージのトリガーを参照
してください。

インポート済みユーザーアカウントの確認および検証プロセス
AWS Management Console、CLI、または API (「CSV ファイルからユーザープールへのユーザーの
インポート (p. 193)」を参照) でユーザーのインポート機能を使用して作成されたユーザーアカウ
ントは常に確認済み状態にあるため、ユーザーは確認コードを入力する必要はありません。招待メッ
セージは送信されません。ただし、インポートされたユーザーアカウントでは、サインインする前に
まず ForgotPassword API を呼び出してコードをリクエストし、次に、提供されたコードを使用して
ConfirmForgotPassword API を呼び出すことによってパスワードを作成する必要があります。詳細に
ついては、「インポートされたユーザーにパスワードをリセットするように要求 (p. 203)」を参照してく
ださい。

ユーザーアカウントがインポートされたときに、ユーザーの E メールまたは電話番号は確認済みとして
マークする必要があります。したがって、ユーザーがサインインする際に認証は必要ありません。

アプリケーションのテスト中に E メールを送信する
ユーザープールのクライアントアプリでアカウントを作成および管理する場合は、Amazon Cognito が
ユーザーに E メールメッセージを送信します。E メール検証を必須とするようにユーザープールを設定し
た場合は、以下のタイミングで Amazon Cognito が E メールを送信します。

• ユーザーのサインアップ時。
• ユーザーが E メールアドレスを更新する際。
• ユーザーが ForgotPassword API アクションを呼び出すアクションを実行する際。
• 管理者としてユーザーアカウントを作成する際。
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E メールを開始するアクションに応じて、検証コードまたは仮パスワードが含まれます。ユーザーは、こ
れらの E メールを受け取り、メッセージを理解する必要があります。そうしないと、アプリにサインイン
して使用できない場合があります。

E メールが正常に送信され、メッセージの内容が正しいことを確認するには、Amazon Cognito からの E 
メール配信を開始するアプリのアクションをテストします。たとえば、アプリでサインアップページを
使用するか、SignUp API アクションを使用して、テスト用メールアドレスでサインアップすることで E 
メールを配信できます。この方法でテストする場合は、次の点に注意してください。

[Important] (重要)

Amazon Cognito からの E メールを開始するアクションをテストするために E メールアドレスを
使用する場合は、偽の E メールアドレス (メールボックスが存在しないメールアドレス) は使用し
ないでください。ハードバウンスを発生させずに Amazon Cognito からの E メールを受信する実
際の E メールアドレスを使用します。
ハードバウンスは、Amazon Cognito が受取人のメールボックスへの E メールの配信に失敗した
場合に発生します。これは、常にメールボックスが存在しない場合に発生します。
Amazon Cognito は、AWS アカウントから送信できる、ハードバウンスが持続的に発生する E 
メールの数を制限します。

E メールを配信するアクションをテストする場合、次のいずれかの E メールアドレスを使用してハードバ
ウンスを回避します。

• テスト用に所有し、使用している E メールアカウントのメールアドレス。独自の E メールアドレスを
使用すると、Amazon Cognito が送信する E メールを受け取ります。この E メールでは、検証コードを
使用して、アプリのサインアップエクスペリエンスをテストできます。ユーザープールの E メールメッ
セージをカスタマイズした場合は、正しく表示されていることを確認します。

• メールボックスシミュレーターのアドレス (success@simulator.amazonses.com)。シミュレーターのア
ドレスを使用する場合、Amazon Cognito は E メールを正常に送信しますが、それを表示することはで
きません。このオプションは、検証コードを使用する必要がなく、E メールのメッセージを確認する必
要がない場合に役立ちます。

• success+user1@simulator.amazonses.com または success+user2@simulator.amazonses.com などの、
任意のラベルを使用するメールボックスシミュレーターのアドレス。Amazon Cognito はこれらのアド
レスに E メールを正常に送信しますが、送信された E メールを表示することはできません。このオプ
ションは、複数のテストユーザーをユーザープールに追加してサインアッププロセスをテストし、各テ
ストユーザーに一意の E メールアドレスがある場合に便利です。

管理者としてのユーザーアカウントの作成
ユーザープールを作成したら、AWS Management Console、AWS Command Line Interface または 
Amazon Cognito API を使用してユーザーを作成できます。ユーザープールで新しいユーザーのプロファイ
ルを作成し、サインアップ手順を含めたウェルカムメッセージをそのユーザーに SMS または E メールで
送信できます。

デベロッパーと管理者は以下のタスクを実行できます。

• AWS Management Console を使用するか、AdminCreateUser API を呼び出すことで、新しいユー
ザープロファイルを作成します。

• 一時パスワードを指定する、または Amazon Cognito が一時パスワードを自動生成できるようにする。
• 提供された E メールアドレスと電話番号が新しいユーザーに対して確認済みとマークされているかどう

かを指定する。
• AWS Management Console またはカスタムメッセージ Lambda トリガーを使用して、新しいユーザー

向けのカスタム SMS および E メール招待メッセージを指定する。詳細については、「Lambda トリ
ガーを使用したユーザープールワークフローのカスタマイズ (p. 111)」を参照してください。

• 招待メッセージが SMS、E メール、その両方のいずれで送信されるかを指定する。
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• AdminCreateUser パラメータに RESEND を指定して、MessageAction API を呼び出すことで、既存
のユーザーにウェルカムメッセージを再送信する。

Note

このアクションは現在、AWS Management Console を使用して実行することはできません。
• ユーザー作成時の招待メッセージが送信されないようにする。
• ユーザーアカウントの有効期限を指定する (最大 90 日)。
• ユーザーに自己サインアップを許可したり、管理者にのみ新しいユーザーの追加を許可したりする。

管理者またはデベロッパーによって作成されるユーザーの認証フ
ロー
これらのユーザーの認証フローには、新しいパスワードを送信するためや、必須の属性の未設定値を指定
するための、追加の手順が含まれます。これらの手順は以下に説明しており、手順 5、6、7 はこれらの
ユーザーに固有のものです。

1. ユーザーは、ユーザー名とパスワードを送信することで、初回のログインを開始します。
2. SDK が InitiateAuth(Username, USER_SRP_AUTH) を呼び出します。
3. Amazon Cognito が Salt & Secret ブロックで PASSWORD_VERIFIER チャレンジを返します。
4. SDK が SRP 計算を実行し、RespondToAuthChallenge(Username, <SRP variables>, 

PASSWORD_VERIFIER) を呼び出します。
5. Amazon Cognito は NEW_PASSWORD_REQUIRED チャレンジを返します。このチャレンジの本文に

は、ユーザーの現在の属性、およびユーザーのプロファイル内で現時点で値がないユーザープールの
必須属性が含まれます。詳細については、「RespondToAuthChallenge」を参照してください。

6. ユーザーは新しいパスワードと必須の属性の未設定値を入力するように求められます。
7. SDK が RespondToAuthChallenge(Username, <New password>, <User attributes>) を

呼び出します。
8. ユーザーに MFA の 2 番目の要素が必要な場合、Amazon Cognito が SMS_MFA チャレンジを返し、

コードが送信されます。
9. ユーザーが正常に自分のパスワードを変更し、必要に応じて属性の値を指定するか MFA を完了する

と、ユーザーがサインインされ、トークンが発行されます。

ユーザーがすべてのチャレンジに合格すると、Amazon Cognito サービスがユーザーを確認済みとマーク
し、ユーザーに ID トークン、アクセストークン、および更新トークンを発行します。詳細については、
「ユーザープールでのトークンの使用 (p. 214)」を参照してください。

AWS Management Console での新しいユーザーの作成
Amazon Cognito コンソールを使用して、ユーザーパスワードの要件を設定し、ユーザーに送信される招
待メッセージと確認メッセージを設定し、新しいユーザーを追加できます。

パスワードポリシーを設定し、自己登録を有効にする

パスワードの複雑さを最小限に抑え、ユーザープールでパブリック API を使用してユーザーがサインアッ
プできるかどうかを設定できます。

パスワードポリシーの設定

1. [Amazon Cognito console] (Amazon Cognito コンソール) に移動し、[User Pools] (ユーザープール) を
選択します。

2. リストから既存のユーザープールを選択するか、ユーザープールを作成します。
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3. [Sign-in experience] (サインインエクスペリエンス) タブを選択して、[Password policy] (パスワードポ
リシー) を検索します。Edit (編集) を選択します。

4. [Custom] (カスタム) の [Password policy mode] (パスワードポリシーモード) を選択します。
5. [Password minimum length] (パスワードの最小長) を選択します。パスワード長要件の制限について

は、「ユーザープールのリソースクォータ」を参照してください。
6. [Password complexity] (パスワードの複雑さ) 要件を選択してください。
7. 管理者が設定したパスワードの有効期間を選択します。
8. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

セルフサービスサインアップを許可する

1. [Amazon Cognito console] (Amazon Cognito コンソール) に移動し、[User Pools] (ユーザープール) を
選択します。

2. リストから既存のユーザープールを選択するか、ユーザープールを作成します。
3. [Sign-up experience] (サインアップエクスペリエンス) タブを選択して、[Self-service sign-up] (セルフ

サービスサインアップ) を検索します。[Edit] (編集) を選択します。
4. [Enable self-registration] (自己登録を有効化) するかどうかを選択します。自己登録は、通常、クライ

アントシークレット、または AWS Identity and Access Management (IAM) API 認証情報を配布せずに
ユーザープールに新しいユーザーを登録する必要があるパブリックアプリケーションクライアントで
使用されます。

自己登録の無効化

自己登録を有効にしない場合は、IAM API 認証情報、またはフェデレーションプロバイダー
とのサインインを使用して管理 API アクションで新しいユーザーを作成する必要がありま
す。

5. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

E メールメッセージと SMS メッセージのカスタマイズ
ユーザーメッセージのカスタマイズ

Amazon Cognito がユーザーにサインインするように招待したとき、ユーザーがユーザーアカウントへの
サインアップ、またはサインインして多要素認証 (MFA) を要求される際に Amazon Cognito はユーザーに
送信するメッセージをカスタマイズできます。

Note

[Invitation message] (招待メッセージ) はユーザープールにユーザーを作成し、サインインに招待
すると送信されます。Amazon Cognito はユーザーの E メールアドレスまたは電話番号に初期サ
インイン情報を送信します。
検証メッセージは、ユーザーがユーザープールのユーザーアカウントに登録したときに送信され
ます。Amazon Cognito はユーザーにコードを送信します。ユーザーが Amazon Cognito にコード
を提供すると、連絡先情報を確認し、サインインのためにアカウントを確認します。検証コード
は 24 時間有効です。
[MFA message] (MFA メッセージ) は、ユーザープールで SMS MFA を有効にし、SMS MFA を構
成したユーザーがサインインして MFA を要求されたときに送信されます。

1. [Amazon Cognito console] (Amazon Cognito コンソール) に移動し、[User Pools] (ユーザープール) を
選択します。

2. リストから既存のユーザープールを選択するか、ユーザープールを作成します。
3. [Messaging] (メッセージング) タブで、[Message templates] (メッセージテンプレート) を検索しま

す。[Verification messages] (検証メッセージ)、[Invitation messages] (招待メッセージ)、または [MFA 
messages] (MFA メッセージ) を選択して、[Edit] (編集) を選択します。

4. 選択したメッセージタイプのメッセージをカスタマイズします。
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Note

メッセージをカスタマイズするときは、メッセージテンプレート内のすべての変数を含める
必要があります。例えば、変数の場合 {####} は含まれません。ユーザーにはメッセージアク
ションを完了するのに十分な情報がありません。
詳細については、「メッセージテンプレート」を参照してください。

5. a. 検証メッセージ

i. [Email] (E メール) メッセージの [Verification type] (検証タイプ) を選択します。[Code] (コー
ド) 検証は、ユーザーが入力する必要がある数値コードを送信します。[Link] (リンク) 検証
は、ユーザーがクリックして連絡先情報を検証できるリンクを送信します。変数内のテキス
ト [Link] (リンク) メッセージはハイパーリンクテキストとして表示されます。例えば、変数 
{# #Click here##} を使用したメッセージテンプレートは、E メールメッセージで「Click here
(ここをクリックしてください) 」というように表示されます。

ii. [Email] (E メール) メッセージの [Email subject] (E メールの件名) を入力します。
iii. [Email] (E メール) メッセージのカスタムの [Email message] (E メールメッセージ) のテンプ

レートを入力します。このテンプレートは HTML でカスタマイズできます。
iv. [SMS] メッセージのカスタムの [SMS message] (SMS メッセージ) のテンプレートを入力し

ます。
v. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

b. [Invitation messages] (招待メッセージ)

i. [Email] (E メール) メッセージの [Email subject] (E メールの件名) を入力します。
ii. [Email] (E メール) メッセージのカスタムの [Email message] (E メールメッセージ) のテンプ

レートを入力します。このテンプレートは HTML でカスタマイズできます。
iii. [SMS] メッセージのカスタムの [SMS message] (SMS メッセージ) のテンプレートを入力し

ます。
iv. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

c. MFA メッセージ

i. [SMS] メッセージのカスタムの [SMS message] (SMS メッセージ) のテンプレートを入力し
ます。

ii. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

ユーザーの作成

ユーザーの作成

Amazon Cognito コンソールからユーザープールの新しいユーザーを作成できます。通常、ユーザーは
パスワードを設定した後にサインインできます。E メールアドレスでサインインするには、ユーザーは
email 属性を確認する必要があります。電話番号でサインインするには、ユーザーは phone_number 属
性を確認する必要があります。管理者としてのアカウントを確認するには、AWS CLI または API を使用す
るか、フェデレーション ID プロバイダーを使用してユーザープロファイルを作成することもできます。詳
細については、「Amazon Cognito API Reference」を参照してください。

1. [Amazon Cognito console] (Amazon Cognito コンソール) に移動し、[User Pools] (ユーザープール) を
選択します。

2. リストから既存のユーザープールを選択するか、ユーザープールを作成します。
3. [Users] (ユーザー) タブを選択して、[Create use] (ユーザーを作成) をクリックします。
4. パスワード要件、使用可能なアカウント回復方法、およびユーザープールのエイリアス属性に関する

ガイダンスは、「ユーザープールのサインインとセキュリティ要件」を参照してください。
5. 招待メッセージの送信方法を選択します。SMS メッセージ、E メールメッセージ、または両方を選択

します。
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Note

招待メッセージを送信する前に、ユーザープールの [Messaging] (メッセージング) タブ
で、Amazon Simple Notification Service および Amazon Simple Email Service で送信者と 
AWS リージョン を設定します。受信者メッセージとデータレートが適用されます。Amazon 
SES は、メールメッセージの請求を別途請求し、Amazon SNS は SMS メッセージについて
別途請求します。

6. 新規ユーザー用に [Username] (ユーザー名) を選択します。
7. [Create a password] (パスワードを作成する) または、Amazon Cognito にユーザーの [Generate a 

password] (パスワードを生成する) を許可するかどうかを選択してください。一時パスワードは、
ユーザープールのパスワードポリシーに準拠する必要があります。

8. [Create] (作成) を選択します。
9. [Users] (ユーザー) タブを選択し、ユーザーの [User name] (ユーザー名) エントリを選択しま

す。[User attributes] (ユーザー属性) および [Group memberships] (グループメンバーシップ) を追加し
て編集します。ユーザーイベント履歴の確認

ユーザープールにグループを追加する
Amazon Cognito ユーザープール内のグループのサポートにより、ユーザーの作成と管理、グループへの
ユーザーの追加、およびグループからのユーザーの削除が可能になります。グループを使用して、ユー
ザーのコレクションを作成してそのアクセス権限を管理したり、異なるタイプのユーザーを表したりでき
ます。グループに AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを割り当てて、グループのメンバー
に対する許可を定義できます。

グループを使用して、ユーザープールでユーザーのコレクションを作成できます。この操作は、これらの
ユーザーのアクセス権限を設定するためによく行われます。例えば、ウェブサイトやアプリの読者、寄稿
者、および編集者であるユーザーに対して別個のグループを作成できます。また、グループに関連付けら
れた IAM ロールを使用することで、これらの異なるグループに異なる許可を設定して、コントリビュータ
のみがコンテンツを Amazon S3 に配置し、エディタのみが Amazon API Gateway の API を通じてコンテ
ンツをパブリッシュできるようにすることも可能です。

ユーザープールのグループは、AWS Management Console、API、および CLI から作成、管理できます。
開発者として (AWS 認証情報を使用)、ユーザープールのグループを作成、読み込み、更新、削除、および
リストすることができます。また、グループに対してユーザーを追加、削除できます。

ユーザープール内のグループを使用しても追加コストは発生しません。詳細については、「Amazon 
Cognito の料金」を参照してください。

SpaceFinder リファレンスアプリで、この機能が使用されている例を参照できます。

グループへの IAM ロールの割り当て
グループを使用して、IAM ロールでリソースへの許可を制御できます。IAM ロールには、信頼ポリシーと
許可ポリシーが含まれます。ロールの信頼ポリシーでは、ロールを使用できるユーザーを指定します。ア
クセス許可ポリシーでは、グループメンバーがアクセスできるアクションとリソースを指定します。IAM 
ロールを作成するときに、グループユーザーがロールを引き受けることを許可するロールの信頼ポリシー
を設定します。ロールの許可ポリシーで、グループに付与する許可を指定します。

Amazon Cognito でグループを作成するときは、ロールの ARNを指定して IAM ロールを指定します。グ
ループメンバーが Amazon Cognito を使用してサインインすると、ID プールから一時的な認証情報を受け
取ることができます。それらの許可は、関連付けられた IAM ロールによって決まります。

各ユーザーは複数のグループに属することができます。デベロッパーとして、ユーザーが複数のグループ
に属している場合に IAM ロールを自動的に選択するための以下のオプションがあります。
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• 各グループに優先順位の値を割り当てることができます。優先順位が高い (低い) グループが選択され、
それに関連付けられた IAM ロールが適用されます。

• また、アプリは、ID プールを通じてユーザーの AWS 認証情報をリクエストするとき
に、GetCredentialsForIdentity CustomRoleARN パラメータでロール ARN を指定して、利用できるロー
ルから選択できます。指定された IAM ロールは、ユーザーが利用できるロールに一致する必要がありま
す。

グループへの優先順位の値の割り当て
ユーザーは複数のグループに属することができます。ユーザーのアクセストークンと ID トーク
ンの cognito:groups クレームには、ユーザーが属するすべてのグループのリストが含まれま
す。cognito:roles クレームには、グループに対応するロールのリストが含まれます。

ユーザーは複数のグループに属することができるので、各グループに優先順位を割り当てることができま
す。これは、ユーザーがユーザープールで属するその他のグループに対するこのグループの優先順字を指
定する正数です。ゼロが最優先順位値です。低い優先順位の値を持つグループは、高い優先順位の値また
は null 値を持つグループよりも優先されます。ユーザーが複数のグループに属している場合、ユーザーの 
ID トークンの cognito:preferred_role クレームに適用される IAM ロールは、優先順位の値が最も低
いグループのものになります。

2 つのグループは、同じ優先順位の値を持つことができます。その場合は、どちらのグループも他方に
対して優先されません。同じ優先順位の値を持つ 2 つのグループのロール ARN が同じである場合、その
ロールは、各グループのユーザーの ID トークンの cognito:preferred_role クレームで使用されま
す。2 つのグループのロール ARN が異なる場合、cognito:preferred_role クレームは、ユーザーの 
ID トークンで設定されません。

Amazon API Gateway を使用した許可の管理でのグループの使用
Amazon API Gateway を使用した許可の管理には、ユーザープールのグループを使用することができま
す。ユーザーがメンバーであるグループは、IDトークンと cognito:groups クレームのユーザープー
ルからのアクセストークンの両方に含まれています。リクエストとともに ID またはアクセストークンを 
Amazon API Gateway に送信し、REST API に Amazon Cognito ユーザープールオーソライザーを使用で
きます。詳細については、API Gateway デベロッパーガイドの「Amazon Cognito ユーザープールをオー
ソライザーとして使用して REST API へのアクセスを制御する」を参照してください

カスタム JWT オーソライザーを使用して Amazon API Gateway HTTP API へのアクセスを承認するこ
ともできます。詳細については、API Gateway デベロッパーガイドの「JWT オーソライザーを使用した 
HTTP API へのアクセスの制御」を参照してください。

グループの制限
ユーザーグループには、次の制限が適用されます。

• 作成できるグループの数は、Amazon Cognito のサービス制限 (p. 566)によって制限されます。
• グループはネストできません。
• グループのユーザーを検索することはできません。
• グループを名前で検索することはできませんが、グループをリストすることはできます。
• メンバーが存在しないグループのみを削除できます。

AWS Management Console での新しいグループの作成
以下の手順に従って、新しいグループを作成します。
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新しいグループを作成する

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力しま
す。

2. [User Pools] (ユーザープール) を選択します。
3. リストから存在するユーザープールを 1 つ選択します。
4. [Group] (グループ) タブを選択してから、[Create a Groups] (グループの作成) を選択します。
5. [Create a group] (グループを作成する) ページで、[Group name] (グループ名) に新しいグループのフ

レンドリ名を入力します。
6. オプションで、次のフィールドのいずれかを使用して、このグループに関する追加情報を指定できま

す。

• [Description] (説明) - この新しいグループの使用目的の詳細を入力します。
• [Precedence] (優先順位) - Amazon Cognito は、優先度が低いグループに属するグループに基づい

て、特定のユーザーに対するすべてのグループ権限を評価し、適用します。優先順位が低いグルー
プが選択され、それに関連付けられた IAM ロールが適用されます。詳細については、「グループへ
の優先順位の値の割り当て (p. 187)」を参照してください。

• [IAM role] (IAM ロール) -リソースへのアクセス許可を制御する必要がある場合は、グループに IAM 
ロールを割り当てることができます。ID プールを持つユーザープールを統合する場合、[IAM ロー
ル] の設定によって、トークンからロールを選択するよう ID プールが設定されているときに、ユー
ザーの ID トークンに割り当てられるロールが決定されます。詳細については、「グループへの IAM 
ロールの割り当て (p. 186)」を参照してください。

• [Add users to this group] (ユーザーをこのグループに追加する) - 既存のユーザーを作成した後、こ
のグループのメンバーとして追加します。

7. [Create] (作成) を選択して確定します。

ユーザーアカウントの管理と検索
ユーザープールを作成すると、AWS Management Console、AWS Command Line Interface または 
Amazon Cognito API を使用してユーザーを表示し、管理することができます。このトピックでは、AWS 
Management Console を使用してユーザーを表示および検索する方法について説明します。

ユーザー属性の表示
Amazon Cognito コンソールでユーザー属性を表示するには、以下の手順に従います。

ユーザー属性を表示するには

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力しま
す。

2. [User Pools] (ユーザープール) を選択します。
3. リストから存在するユーザープールを 1 つ選択します。
4. [Users] (ユーザー) タブをクリックし、リストからユーザーを選択します。
5. ユーザーの詳細ページの [User attributes] (ユーザー属性) で、ユーザーに関連付けられている属性を表

示できます。

ユーザーのパスワードのリセット
Amazon Cognito コンソールでユーザーのパスワードをリセットするには、以下の手順に従います。
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ユーザーのパスワードのリセット

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力しま
す。

2. [User Pools] (ユーザープール) を選択します。
3. リストから存在するユーザープールを 1 つ選択します。
4. [Users] (ユーザー) タブをクリックし、リストからユーザーを選択します。
5. ユーザーの詳細ページで、[Actions] (アクション)、[Reset password] (パスワードのリセット) を選択

します。
6. [Reset password] (パスワードのリセット) ダイアログで、情報を確認し、準備ができたら [Reset] (リ

セット) を選択します。

この行動により、確認コードがユーザーに即時送信され、ユーザーの状態が RESET_REQUIRED に変
更されることでユーザーの現在のパスワードが無効にされます。[Reset password] (ユーザーパスワー
ドのリセット) コードは、1 時間有効です。

ユーザー属性の検索
ユーザープールがすでに作成されている場合は、AWS Management Consoleの [Users] (ユーザー) パネル
から検索できます。また、[Filter] (フィルター) パラメータを受け入れる Amazon Cognitoの ListUsers API
も使用できます。

以下のどの標準属性でも検索できます。カスタム属性は検索できません。

• username (大文字と小文字が区別されます)
• email
• phone_number
• name
• given_name
• family_name
• preferred_username
• cognito:user_status (コンソールでは [Status (ステータス)] となっています) (大文字と小文字が区別され

ません)
• status (コンソールでは [Enabled (有効)] となっています) (大文字と小文字が区別されます)
• sub

Note

また、クライアント側のフィルターを使用してユーザーを一覧表示することもできます。
サーバー側のフィルターは、1 つ以上の属性に一致しません。高度な検索を行うには、AWS 
Command Line Interface での list-users のアクションの --query パラメータを用いたクラ
イアント側のフィルターを使用します。クライアント側のフィルターを使用すると、ListUsers は 
0 人以上のユーザーからなるページ分割されたリストを返します。結果がゼロで、複数のページ
を連続して受信できます。Null ページネーショントークン値を受け取るまで、返される各ページ
ネーショントークンでクエリを繰り返し、組み合わせた結果を確認します。
サーバー側とクライアント側のフィルタリングの詳細については、ユーザーガイドの「AWS 
Command Line Interface での AWS CLI 出力の フィルタリング」を参照してください。

AWS Management Console を使用したユーザーの検索
ユーザープールがすでに作成されている場合は、AWS Management Consoleの [Users] (ユーザー) パネル
から検索できます。
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AWS Management Console は、常にプレフィックス ("先頭の文字") 検索を行います。

Amazon Cognito コンソールでユーザーを検索する

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。AWS 認証情報を求められる場合があります。
2. [User Pools] (ユーザープール) を選択します。
3. リストから存在するユーザープールを 1 つ選択します。
4. [Users] (ユーザー) タブを選択し、検索フィールドに、ユーザーのユーザーネームを入力しま

す。[Username] (ユーザーネーム) など、一部の属性値では、大文字と小文字が区別される点に注意し
てください。

また、検索フィルターを調整して、スコープを他のユーザープロパティ ([Email] (E メール)、[Phone 
number] (電話番号)、または [Last name] (姓)など) に絞り込むことで、ユーザーを検索することもで
きます。

ListUsers API を使用したユーザーの検索
アプリからユーザーを検索するには、Amazon Cognito の ListUsers API を使用します。この API は以下の
パラメータを使用します。

• AttributesToGet: 文字列の配列です。各文字列は、検索結果でユーザーごとに返されるユーザー属性
の名前です。配列が空の場合、すべての属性が返されます。

• Filter: 「 ""」形式のフィルター文字列です。AttributeNameFilter-TypeAttributeValueフィ
ルター文字列内の引用符は、円記号 (\) を使用してエスケープする必要があります。例え
ば、"family_name = \"Reddy\"" です。フィルター文字列が空の場合、ListUsers はユーザー
プールのすべてのユーザーを返します。
• AttributeName: 検索する属性の名前。同時に検索できる属性は 1 つのみです。

Note

標準属性のみを検索できます。カスタム属性は検索できません。これはインデックスが付け
られた属性のみが検索可能なためで、カスタム属性にインデックスを作成することはできま
せん。

• Filter-Type: 完全一致を検索する場合は、= を使用します (given_name = "Jon" など)。プレ
フィックス (「先頭の文字」) 一致を検索する場合、^= を使用します (given_name ^= "Jon" な
ど)。

• AttributeValue: ユーザーごとに一致する必要がある属性値です。
• Limit: 返されるユーザーの最大数です。
• PaginationToken: 前の検索からさらに結果を取得するためのトークンです。Amazon Cognito は 1 時

間後にページ分割トークンを期限切れにします。
• UserPoolId: 検索を実行する必要があるユーザープールのユーザープール ID です。

すべての検索で大文字と小文字が区別されません。検索結果は、AttributeName 文字列により指定され
た属性によって昇順に並べ替えられます。

ListUsers API の使用例
次の例はすべてのユーザーを返します。すべての属性が含まれています。

{ 
    "AttributesToGet": [], 
    "Filter": "", 
    "Limit": 10, 
    "UserPoolId": "us-east-1_samplepool"
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} 
       

次の例は、電話番号の先頭が「+1312」のすべてのユーザーを返します。また、すべての属性が含まれて
います。

{ 
    "AttributesToGet": [], 
    "Filter": "phone_number ^= \"+1312\"", 
    "Limit": 10, 
    "UserPoolId": "us-east-1_samplepool"
} 
       

次の例は、姓が「Reddy」の先頭 10 人のユーザーを返します。各ユーザーの検索結果には、ユーザーの
名、電話番号、E メールアドレスが含まれています。ユーザープールに存在する一致ユーザーが 10 人を
超える場合、レスポンスにはページ分割トークンが含まれています。

{ 
    "AttributesToGet": [ 
        "given_name", "phone_number", "email" 
    ], 
    "Filter": "family_name = \"Reddy\"", 
    "Limit": 10, 
    "UserPoolId": "us-east-1_samplepool"
}

前の例でページ分割トークンが返された場合、次の例は同じフィルター文字列と一致する次の 10 人の
ユーザーを返します。

{ 
    "AttributesToGet": [ 
        "given_name", "phone_number", "email" 
    ], 
    "Filter": "family_name = \"Reddy\"", 
    "Limit": 10, 
    "PaginationToken": "pagination_token_from_previous_search", 
    "UserPoolId": "us-east-1_samplepool"
}

ユーザーアカウントの復旧
AccountRecoverySetting パラメータを使用すると、ユーザーが ForgotPassword API を呼び出した
ときにパスワードの復旧に使用できる方法をカスタマイズできます。ForgotPassword は、検証済みの 
E メールまたは検証済みの電話番号に回復用コードを送信します。回復用コードは 1 時間有効です。ユー
ザープールに AccountRecoverySetting を指定した場合、Amazon Cognito は、設定した優先度に基づ
いてコードの配信先を選択します。

AccountRecoverySetting を定義し、ユーザーに SMS MFA が設定されている場合、SMS をアカウン
ト復旧メカニズムとして使用することはできません。この設定の優先度は、1 が最も高いと優先度となり
ます。Cognito は、指定された方法の 1 つだけに検証を送信します。

たとえば admin_only は、管理者がユーザー自身でアカウントを復旧することを望まず、その代わりに管
理者に連絡してアカウントをリセットするようリクエストする場合に使用される値です。他のアカウント
復旧メカニズムでは admin_only を使用できません。

AccountRecoverySetting を指定しない場合、Amazon Cognito はレガシーメカニズムを使用してパス
ワード復旧方法を決定します。この場合、Cognito は最初に確認済みの電話番号を使用します。ユーザー
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の確認済み電話番号が見つからない場合、Cognito はフォールバックし、次に確認済みの E メールを使用
します。

AccountRecoverySetting の詳細については、Amazon Cognito ID プロバイダー API リファレンスの
「CreateUserPool」と「UpdateUserPool」を参照してください。

パスワードを忘れた場合の対応
ユーザーがパスワードを忘れた場合や忘れたパスワードを確認する場合のアクションの一環として、パス
ワードのリセットコードをリクエストしたり、入力したりする試行を所定時間内に 5～20 回許可します。
正確な回数は、リクエストに関連付けられたリスクパラメータによって異なります。この対応は変更され
る場合があることに注意してください。

ユーザープールへのユーザーのインポート
既存のユーザーディレクトリまたはユーザーデータベースから Amazon Cognito にユーザーをインポート
または移行する方法は 2 つあります。1 つは、ユーザー移行の Lambda トリガーを使用して、ユーザーが 
Amazon Cognito を使用して初めてサインインするときにユーザーを移行する方法です。この方法では、
ユーザーが既存のパスワードを引き続き使用でき、ユーザープールへの移行後にパスワードをリセットす
る必要はありません。もう 1 つは、すべてのユーザーのユーザープロファイル属性を含む CSV ファイル
をアップロードして、ユーザーを一括で移行する方法です。以降のセクションでは、これらの両方のアプ
ローチについて説明します。

トピック
• ユーザー移行の Lambda トリガーを使用したユーザープールへのユーザーのインポート (p. 192)
• CSV ファイルからユーザープールへのユーザーのインポート (p. 193)

ユーザー移行の Lambda トリガーを使用したユーザープールへの
ユーザーのインポート
このアプローチでは、ユーザーがアプリケーションで初めてサインインするとき、またはパスワードのリ
セットをリクエストするときに、既存のユーザーディレクトリからユーザープールにユーザーをシームレ
スに移行できます。ユーザー移行の Lambda トリガー (p. 150) 関数をユーザープールに追加すると、サ
インインしようとするユーザーに関するメタデータを受け取り、外部 ID ソースからユーザープロファイ
ル情報を返します。この Lambda トリガーの詳細 (リクエストとレスポンスのパラメータなど) とサンプル
コードについては、「ユーザー移行の Lambda トリガーのパラメータ (p. 151)」を参照してください。

ユーザーの移行を開始する前に、AWS アカウント でユーザー移行の Lambda 関数を作成し、ユー
ザープールに Lambda 関数 をユーザー移行トリガーとして設定します。Amazon Cognito サービ
スアカウントプリンシパルのみを許可する認証ポリシーを Lambda 関数に追加します。cognito-
idp.amazonaws.com は、Lambda 関数を呼び出し、独自のユーザープールのコンテキスト内でのみ実
行します。詳細については、「AWS Lambda のリソースベースのポリシーを使用する (Lambda 関数ポリ
シー)」を参照してください。

サインインプロセス

1. ユーザーがアプリを開き、Amazon Cognito ユーザープール API または Amazon Cognito ホストされた 
UI を使用してサインインします。Amazon Cognito API でサインインを容易にする方法の詳細について
は、「Amazon Cognito のウェブアプリケーションとモバイルアプリケーションとの統合 (p. 14)」を参
照してください。

2. アプリケーションはユーザー名とパスワードを Amazon Cognito に送信します。アプリケー
ションに AWS SDK を使用して構築したカスタムサインイン UI がある場合、アプリケーション
は、USER_PASSWORD_AUTH または ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH フローで InitiateAuth または
AdminInitiateAuth を使用する必要があります。アプリがこれらのフローのいずれかを使用する場
合、SDK はパスワードをサーバーに送信します。
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Note

ユーザー移行トリガーを追加する前に、アプリケーションクライアントの設定に
USER_PASSWORD_AUTH または ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH フローを有効化します。
デフォルトの USER_SRP_AUTHフロー の代わりにこれらのフローを使用する必要がありま
す。Amazon Cognito は、他のディレクトリでのユーザーの認証を検証できるように、Lambda 
関数にパスワードを送信する必要があります。SRP は、Lambda 関数からユーザーのパスワー
ドを隠します。

3. Amazon Cognito は、送信されたユーザー名がユーザープール内のユーザー名またはエイリアスと一致
するかどうかをチェックします。ユーザーの電子メールアドレス、電話番号、または優先ユーザー名
を、ユーザープールのエイリアスとして設定できます。ユーザーが存在しない場合、Amazon Cognito 
は、ユーザー名とパスワードなどのパラメータを ユーザー移行の Lambda トリガー (p. 150) 関数に送
信します。

4. ユーザー移行の Lambda トリガー (p. 150) 関数は、既存のユーザーディレクトリまたはユーザーデー
タベースを使用してユーザーをチェックまたは認証します。この関数は、Amazon Cognito がユーザー
プールのユーザープロファイルに保存するユーザー属性を返します。送信されたユーザー名がエイリア
ス属性と一致する場合にのみ、username パラメータを返します。ユーザーが既存のパスワードを引き
続き使用できるようにする場合は、Lambda レスポンスで属性 finalUserStatus を CONFIRMED に設
定します。アプリケーションは、ユーザー移行の Lambda トリガーのパラメータ (p. 151) に示される 
すべての "response" パラメータを返す必要があります。

Important

リクエストイベントオブジェクト全体をユーザー移行 Lambda コードに記録しないでくださ
い。このリクエストイベントオブジェクトには、ユーザーのパスワードが含まれます。ログを
サニタイズしない場合、パスワードが CloudWatch Logs に表示されます。

5. Amazon Cognito はユーザープールにユーザープロファイルを作成し、トークンをアプリケーションク
ライアントに返します。

6. アプリケーションはトークンの取り込みを実行し、ユーザー認証を受け入れ、リクエストされたコンテ
ンツに進みます。

ユーザーを移行したら、USER_SRP_AUTH を使用してサインインします。Secure Remote 
Password (SRP) プロトコルは、パスワードをネットワーク上に送信しないため、移行時に使用する
USER_PASSWORD_AUTH フローよりもセキュリティ上の利点が大きくなります。

移行中にクライアントデバイスやネットワークの問題などのエラーが発生した場合、アプリケーションは 
Amazon Cognito ユーザープール API からエラーレスポンスを受け取ります。この場合 Amazon Cognito 
はユーザープールにユーザーアカウントを作成しない可能性があります。その後、ユーザーは再度サイン
インを試行する必要があります。サインインが繰り返し失敗した場合、アプリケーションでパスワードを
忘れた場合のフローを使用してユーザーのパスワードをリセットする必要があります。

パスワードを忘れた場合のフローでは、UserMigration_ForgotPassword イベントソースを使用し
て ユーザー移行の Lambda トリガー (p. 150) 関数も呼び出します。ユーザーはパスワードのリセット
をリクエストしてもパスワードを送信しないため、Amazon Cognito は Lambda 関数に送信するイベント
にパスワードを含めません。関数では、既存のユーザーディレクトリ内のユーザーのみを検索し、ユー
ザープールのユーザープロファイルに追加する属性を返すことができます。Amazon Cognito は関数から
応答を受信し、電子メールまたは SMS でパスワードリセットコードをユーザーに送信します。ユーザー
がコードを検証すると、アプリケーションで新しいパスワードが設定されます。アプリケーションにカス
タム UI がある場合は、パスワードを忘れた場合のフローをサポートするページを作成します。Amazon 
Cognito でホストされた UI には、パスワードを忘れた場合のフロー用の組み込みページがあります。

CSV ファイルからユーザープールへのユーザーのインポート
Amazon Cognito ユーザープールにユーザーをインポートできます。ユーザー情報は、特別にフォーマッ
トされた .csv ファイルからインポートされます。インポートプロセスは、[パスワード] 以外のすべて
のユーザー属性の値を設定します。セキュリティのベストプラクティスでは、パスワードはプレーン
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テキスト形式として使用できない必要があり、ハッシュのインポートはサポートされていないため、
パスワードのインポートはサポートされません。つまり、ユーザーは最初にサインインした際にパス
ワードを変更する必要があります。そのため、このメソッドを使用してインポートすると、ユーザーは 
RESET_REQUIRED 状態になります。

Permanent パラメータを true に設定する AdminSetUserPassword API リクエストでユーザーのパス
ワードを設定できます。

Note

各ユーザーの作成日は、ユーザーがユーザープールにインポートされた時間です。作成日は、イ
ンポートされた属性の 1 つではありません。

基本的なステップは次のとおりです。

1. AWS Identity and Access Management (IAM) コンソールで Amazon CloudWatch Logs ロールを作成し
ます。

2. ユーザーインポート .csv ファイルを作成します。
3. ユーザーインポートジョブを作成し、実行します。
4. ユーザーインポート .csv ファイルをアップロードします。
5. ユーザーインポートジョブを起動し、実行します。
6. CloudWatch を使用してイベントログを確認します。
7. インポートされたユーザーがパスワードをリセットするように要求します。

トピック
• CloudWatch Logs IAM ロールの作成 (p. 194)
• ユーザーインポート CSV ファイルの作成 (p. 195)
• Amazon Cognito ユーザープールのインポートジョブの作成と実行 (p. 198)
• ユーザープールのインポート結果を CloudWatch コンソールに表示 (p. 202)
• インポートされたユーザーにパスワードをリセットするように要求 (p. 203)

CloudWatch Logs IAM ロールの作成

Amazon Cognito の CLI または API を使用している場合は、CloudWatch IAM ロールを作成する必要があ
ります。以下の手順では、Amazon Cognito がインポートジョブの結果を CloudWatch Logs に書き込むた
めに使用できる IAM ロールを作成する方法について説明します。

Note

Amazon Cognito コンソールでインポート ジョブを作成すると、同時に IAM ロールを作成できま
す。新しい IAM ロールを作成することを選択すると、Amazon Cognito は適切な信頼ポリシーと 
IAM ポリシーをロールに自動的に適用します。

ユーザープールインポート用の CloudWatch Logs IAM ロールを作成するには (AWS CLI、API)

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

2. AWS のサービス 用の新しい IAM ロールを作成します。詳しい手順については、AWS Identity and 
Access Management 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。

a. 信頼されたエンティティタイプのユースケースを選択するときは、任意のサービスを選択してく
ださい。Amazon Cognito は現在、サービスのユースケースに記載されていません。
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b. [Add permissions] (アクセス許可の追加) 画面で、[Create policy] (ポリシーの作成) を選択し、次
のポリシーステートメントを挿入します。REGION をユーザープールの AWS リージョン に置き
換えます (us-east-1 など)。ACCOUNT を AWS アカウント ID に置き換えます (111122223333
など)。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:REGION:ACCOUNT:log-group:/aws/cognito/*" 
            ] 
        } 
    ]     
}

3. ロールを作成したときに Amazon Cognito を信頼されたエンティティとして選択しなかったため、
ロールの信頼関係を手動で編集する必要があります。IAM コンソールのナビゲーションペインから
[Roles] (ロール) を選択し、作成した新しいロールを選択します。

4. [信頼関係] タブを選択します。
5. [Edit trust policy] (信頼ポリシーを編集) を選択します。
6. 次のポリシーステートメントを [Edit trust policy] (信頼ポリシーを編集) に貼り付け、既存のテキスト

を置き換えます。

{ 
        "Version": "2012-10-17", 
        "Statement": [ 
            { 
                "Effect": "Allow", 
                "Principal": { 
                    "Service": "cognito-idp.amazonaws.com" 
                }, 
                "Action": "sts:AssumeRole" 
            } 
        ] 
    }

7. [ポリシーの更新] を選択します。
8. ロールの ARN を書き留めておきます。インポートジョブを作成するときに、ARN を指定します。

ユーザーインポート CSV ファイルの作成

既存のユーザーをユーザープールにインポートする前に、インポートするユーザーとその属性を含むカン
マ区切り値 (CSV) ファイルを作成する必要があります。ユーザープールから、ユーザープールの属性ス
キーマを反映するヘッダーを含むユーザーインポートファイルを取得できます。その後、CSV ファイルの
フォーマット (p. 196) のフォーマット要件に一致するユーザー情報を挿入できます。

CSV ファイルヘッダーのダウンロード (コンソール)

CSV ヘッダーファイルをダウンロードするには、次の手順に従います。
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CSV ファイルヘッダーをダウンロードするには

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。AWS 認証情報を求められる場合があります。
2. [User Pools] (ユーザープール) を選択します。
3. リストから存在するユーザープールを 1 つ選択します。
4. [Users] (ユーザー) タブを選択します。
5. [Import users] (ユーザーのインポート) セクションで、[Create an import job] (インポートジョブの作

成) を選択します。
6. [Upload CSV] (CSV のアップロード) で [template.csv] リンクを選択し、CSV ファイルをダウンロー

ドします。

CSV ファイルヘッダーのダウンロード (AWS CLI)

正しいヘッダーのリストを取得するには、USER_POOL_ID がユーザーをインポートするユーザープールの
ユーザープール ID である次の CLI コマンドを実行します。

aws cognito-idp get-csv-header --user-pool-id "USER_POOL_ID"

レスポンス例:

{ 
    "CSVHeader": [ 
        "name", 
        "given_name", 
        "family_name", 
        "middle_name", 
        "nickname", 
        "preferred_username", 
        "profile", 
        "picture", 
        "website", 
        "email", 
        "email_verified", 
        "gender", 
        "birthdate", 
        "zoneinfo", 
        "locale", 
        "phone_number", 
        "phone_number_verified", 
        "address", 
        "updated_at", 
        "cognito:mfa_enabled", 
        "cognito:username" 
    ], 
    "UserPoolId": "USER_POOL_ID"
}

CSV ファイルのフォーマット

ダウンロードしたユーザーインポート CSV ヘッダーファイルは次の文字列のようになります。ユーザー
プールに追加したカスタム属性も含まれます。

cognito:username,name,given_name,family_name,middle_name,nickname,preferred_username,profile,picture,website,email,email_verified,gender,birthdate,zoneinfo,locale,phone_number,phone_number_verified,address,updated_at,cognito:mfa_enabled

ユーザーのためのこのヘッダーと属性値が含まれ、次のルールに従ってフォーマットされているように 
CSV ファイルを編集します。
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Note

電話番号の適切な形式など属性値の詳細については、「ユーザープール属性 (p. 260)」を参照し
てください。

• ファイルの最初の行はユーザー属性の名前を含む、ダウンロードされたヘッダーの行です。
• CSV ファイルの行の順序は重要ではありません。
• 最初の行の後の各行に、ユーザーの属性値が含まれます。
• ヘッダーのすべての列が存在している必要がありますが、列の値を指定する必要はありません。
• 以下の属性は必須です:

• cognito:username
• cognito:mfa_enabled
• [email_verified] または [phone_number_verified]

• 自動確認された属性の少なくとも一つは、各ユーザーに対して true である必要があります。自動
検証属性は、新しいユーザーがユーザープールに参加したときに Amazon Cognito が自動的にコー
ドを送信する E メールアドレスまたは電話番号です。

• ユーザープールは [email_verified] または [phone_number_verified] の少なくとも一つの自動確認さ
れた属性が必要です。ユーザープールに自動確認された属性が存在しない場合は、インポートジョ
ブは開始されません。

• ユーザープールに一つの自動確認された属性がある場合のみ、その属性はユーザーごとに確認する
必要があります。たとえば、ユーザープールに自動確認された属性として [phone_number] だけが
ある場合、[phone_number_verified] 値はそれぞれのユーザーに対して true である必要がありま
す。

Note

ユーザーがパスワードをリセットするには、検証済みの E メールまたは電話番号が必要で
す。Amazon Cognito は、CSV ファイルで指定された E メールアドレスまたは電話番号にパ
スワードのリセットコードが含まれるメッセージを送信します。メッセージが電話番号に送
信される場合は、SMS メッセージで送信されます。詳細については、「サインアップ時に連
絡先情報を検証する (p. 175)」を参照してください。

• [email] ([email_verified] がtrue の場合)
• [phone_number] ([phone_number] が true の場合)
• ユーザープールを作成する際に必須と指定した任意の属性

• 文字列である属性値には、引用符は使用できません。
• 属性値にカンマが含まれる場合、カンマの前にバックスラッシュ (\) を置く必要があります。これ

は、CSV ファイルのフィールドがカンマで区切られているためです。
• CSV ファイルのコンテンツは、バイトオーダーマークのない UTF-8 形式にする必要があります。
• [cognito:username] フィールドは必須であり、ユーザープール内で一意である必要があります。任意の 

Unicode 文字列を使えます。ただし、スペースまたはタブを含めることはできません。
• [birthdate] (生年月日) の値がある場合、「mm/dd/yyyy」の形式である必要があります。たとえば、生

年月日が 1985 年 2 月 1 日だとすると、02/01/1985 にエンコードされる必要があります。
• [cognito:mfa_enabled] フィールドは必須です。ユーザープールで Multi-Factor Authentication (MFA) 

が必要であると設定している場合、このフィールドはすべてのユーザーに true である必要がありま
す。MFA をオフに設定している場合、このフィールドはすべてのユーザーに false である必要があり
ます。MFA をオプションとして設定している場合、このフィールドは true または false で、空にす
ることはできません。

• 最大行数は 16,000 文字です。
• CSV ファイルの最大サイズは 100 MB です。
• ファイルの最大行数 (ユーザー) は 500,000 です。この最大値にはヘッダー行は含まれません。
• [updated_at] フィールド値はエポック時間 (秒) であると想定します。たとえば 1471453471 などです。
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• 属性値の先頭または末尾の空白は切り捨てられます。

次のリストは、カスタム属性のないユーザープールの CSV インポートファイルの例です。ユーザープール
スキーマは、この例とは異なる場合があります。その場合は、ユーザープールからダウンロードした CSV 
テンプレートにテスト値を入力する必要があります。

cognito:username,name,given_name,family_name,middle_name,nickname,preferred_username,profile,picture,website,email,email_verified,gender,birthdate,zoneinfo,locale,phone_number,phone_number_verified,address,updated_at,cognito:mfa_enabled
John,,John,Doe,,,,,,,johndoe@example.com,TRUE,,02/01/1985,,,+12345550100,TRUE,123 Any 
 Street,,FALSE
Jane,,Jane,Roe,,,,,,,janeroe@example.com,TRUE,,01/01/1985,,,+12345550199,TRUE,100 Main 
 Street,,FALSE

Amazon Cognito ユーザープールのインポートジョブの作成と実行

このセクションは、Amazon Cognito コンソールおよび AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用
してユーザープールのインポートジョブを作成し、実行する方法を説明します。

トピック
• CSV ファイルからのユーザーのインポート (コンソール) (p. 198)
• ユーザーのインポート (AWS CLI) (p. 199)

CSV ファイルからのユーザーのインポート (コンソール)

次の手順は、CSV ファイルからユーザーをインポートする方法について説明します。

CSV ファイルからユーザーをインポートするには (コンソール)

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。AWS 認証情報を求められる場合があります。
2. [User Pools] (ユーザープール) を選択します。
3. リストから存在するユーザープールを 1 つ選択します。
4. [Users] (ユーザー) タブを選択します。
5. [Import users] (ユーザーのインポート) セクションで、[Create an import job] (インポートジョブの作

成) を選択します。
6. [Create import job] (インポートジョブの作成) ページで、ジョブ名を入力します。
7. [Create a new IAM role] (新しい IAM ロールの作成)、または[Use an existing IAM role] (既存のロール

を使用する) を選択します。

a. [Create a new IAM role] (新しい IAM ロールの作成) を選択した場合は、新しいロールの名前を入
力します。Amazon Cognito は、正しいアクセス許可と信頼関係を持つロールを自動的に作成し
ます。インポートジョブを作成する IAM プリンシパルに、IAM ロールを作成するアクセス許可が
必要です。

b. [Use an existing IAM role] (既存の IAM ロールを使用する) を選択した場合は、[IAM role selection]
(IAM ロール選択) のリストからロールを選択します。このロールには、CloudWatch Logs IAM 
ロールの作成 (p. 194) で説明されているアクセス許可と信頼ポリシーが必要です。

8. [Create job] (ジョブの作成) を選択してジョブを送信しますが、後で開始します。[Create and start 
job] (ジョブを作成して開始) を選択してジョブを送信し、すぐに開始します。

9. ジョブを作成したが開始しなかった場合は、後で開始できます。[Users] (ユーザー) タブの [Import 
users] (ユーザーのインポート) で、インポートジョブを選択し、[Start] (開始) を選択します。ま
た、AWS SDK から StartUserImportJob API リクエストを送信することもできます。

10. ユーザーインポートジョブの進行状況は、[Import users] (ユーザーのインポート) の [Users] (ユー
ザー) タブで監視します。ジョブが成功しない場合は、[Status] (ステータス) 値を選択できます。詳細
については、[View the CloudWatch logs for more details] (詳細については CloudWatch ログを表示す
る) を選択して、CloudWatch ログコンソールで問題がないか確認してください。
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ユーザーのインポート (AWS CLI)

ユーザープールにユーザーをインポートするには、次の CLI コマンドが使用できます:

• create-user-import-job
• get-csv-header
• describe-user-import-job
• list-user-import-jobs
• start-user-import-job
• stop-user-import-job

これらのコマンドに関するコマンドラインオプションのリストを取得するには、help コマンドラインオ
プションを使用します。次に例を示します。

aws cognito-idp get-csv-header help

ユーザーインポートジョブの作成

CSV ファイルを作成した後、次の CLI コマンドを使用してユーザーインポートジョブを作成しま
す。[JOB_NAME] にはジョブに付ける名前を指定します。[USER_POOL_ID] には以前と同じユーザー
プール ID を指定します。[ROLE_ARN] には、CloudWatch Logs IAM ロールの作成 (p. 194) で次のとお
り受け取ったロール ARN を指定します。

aws cognito-idp create-user-import-job --job-name "JOB_NAME" --user-pool-id "USER_POOL_ID" 
 --cloud-watch-logs-role-arn "ROLE_ARN"

レスポンスで返される PRE_SIGNED_URL は 15 分間有効です。この時間以後は無効になり、新規のユー
ザーインポートジョブを作成して新しい URL を取得し直す必要があります。

Example レスポンス例:

{ 
    "UserImportJob": { 
        "Status": "Created", 
        "SkippedUsers": 0, 
        "UserPoolId": "USER_POOL_ID", 
        "ImportedUsers": 0, 
        "JobName": "JOB_NAME", 
        "JobId": "JOB_ID", 
        "PreSignedUrl": "PRE_SIGNED_URL", 
        "CloudWatchLogsRoleArn": "ROLE_ARN", 
        "FailedUsers": 0, 
        "CreationDate": 1470957431.965 
    }
}

ユーザーインポートジョブのステータス値

ユーザーインポートのコマンドに対する応答には、Status を示す次のような値が見つかります。

• Created - ジョブが作成されましたが、開始前の状態です。
• Pending - 遷移状態です。ジョブを開始しましたが、まだユーザーのインポートは開始していません。
• InProgress - ジョブが開始され、ユーザーインポートが進行中です。
• Stopping - ジョブを停止する処理中です。ユーザーインポートは停止していません。
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• Stopped - ジョブは停止中で、ユーザーインポートも停止しています。
• Succeeded - ジョブは正常に完了しました。
• Failed - エラーのためジョブは停止しました。
• Expired - ジョブを作成しましたが、24 ～ 48 時間以内にジョブを起動しませんでした。ジョブに関連

付けられたすべてのデータは削除され、ジョブを開始することはできません。

CSV ファイルのアップロード

以下の curl コマンドを使用して、ユーザーデータが含まれる CSV ファイルを create-user-import-
job コマンドのレスポンスから取得した事前署名済みの URL にアップロードします。

curl -v -T "PATH_TO_CSV_FILE" -H "x-amz-server-side-encryption:aws:kms" "PRE_SIGNED_URL"

このコマンドの出力から、次のようなメッセージを見つけます: "We are completely uploaded and 
fine" このメッセージは、ファイルが正常にアップロードされたことを示します。

ユーザーインポートジョブの説明

ユーザーインポートジョブの説明を取得するには、次のコマンドを使用します。USER_POOL_ID はユー
ザープール ID です。JOB_ID は、ユーザーインポートジョブの作成時に返されたジョブ ID です。

aws cognito-idp describe-user-import-job --user-pool-id "USER_POOL_ID" --job-id "JOB_ID"

Example レスポンス例:

{ 
    "UserImportJob": { 
        "Status": "Created", 
        "SkippedUsers": 0, 
        "UserPoolId": "USER_POOL_ID", 
        "ImportedUsers": 0, 
        "JobName": "JOB_NAME", 
        "JobId": "JOB_ID", 
        "PreSignedUrl": "PRE_SIGNED_URL", 
        "CloudWatchLogsRoleArn":"ROLE_ARN", 
        "FailedUsers": 0, 
        "CreationDate": 1470957431.965 
    }
}

前述の例の出力では、PRE_SIGNED_URL は CSV のアップロード先の URL です。ROLE_ARN は、ロール
の作成時に受け取った CloudWatch Logs ロール ARN です。

ユーザーインポートジョブを表示する

ユーザーインポートジョブを一覧表示するには、次のコマンドを使用します:

aws cognito-idp list-user-import-jobs --user-pool-id "USER_POOL_ID" --max-results 2

Example レスポンス例:

{ 
    "UserImportJobs": [ 
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        { 
            "Status": "Created", 
            "SkippedUsers": 0, 
            "UserPoolId": "USER_POOL_ID", 
            "ImportedUsers": 0, 
            "JobName": "JOB_NAME", 
            "JobId": "JOB_ID", 
            "PreSignedUrl":"PRE_SIGNED_URL", 
            "CloudWatchLogsRoleArn":"ROLE_ARN", 
            "FailedUsers": 0, 
            "CreationDate": 1470957431.965 
        }, 
        { 
            "CompletionDate": 1470954227.701, 
            "StartDate": 1470954226.086, 
            "Status": "Failed", 
            "UserPoolId": "USER_POOL_ID", 
            "ImportedUsers": 0, 
            "SkippedUsers": 0, 
            "JobName": "JOB_NAME", 
            "CompletionMessage": "Too many users have failed or been skipped during the 
 import.", 
            "JobId": "JOB_ID", 
            "PreSignedUrl":"PRE_SIGNED_URL", 
            "CloudWatchLogsRoleArn":"ROLE_ARN", 
            "FailedUsers": 5, 
            "CreationDate": 1470953929.313 
        } 
    ], 
    "PaginationToken": "PAGINATION_TOKEN"
}

ジョブは時系列で、作成が最後から最初の順で表示されます。2 番目のジョブのあとの
PAGINATION_TOKEN 文字列は、このリストコマンドについて、まだ結果が残っていることを示します。
残りの結果を表示するには、次のように --pagination-token オプションを使用します:

aws cognito-idp list-user-import-jobs --user-pool-id "USER_POOL_ID" --max-results 10 --
pagination-token "PAGINATION_TOKEN"

ユーザーインポートジョブの開始

ユーザーインポートジョブを開始するには、次のコマンドを使用します:

aws cognito-idp start-user-import-job --user-pool-id "USER_POOL_ID" --job-id "JOB_ID"

インポートジョブは、アカウントごとに 1 つしかアクティブにできません。

Example レスポンス例:

{ 
    "UserImportJob": { 
        "Status": "Pending", 
        "StartDate": 1470957851.483, 
        "UserPoolId": "USER_POOL_ID", 
        "ImportedUsers": 0, 
        "SkippedUsers": 0, 
        "JobName": "JOB_NAME", 
        "JobId": "JOB_ID", 
        "PreSignedUrl":"PRE_SIGNED_URL", 
        "CloudWatchLogsRoleArn": "ROLE_ARN", 
        "FailedUsers": 0, 
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        "CreationDate": 1470957431.965 
    }
}

ユーザーインポートジョブの停止

ユーザーインポートジョブの進行中に停止するには、次のコマンドを使用します。ジョブを停止すると、
再開することはできません。

aws cognito-idp stop-user-import-job --user-pool-id "USER_POOL_ID" --job-id "JOB_ID"

Example レスポンス例:

{ 
    "UserImportJob": { 
        "CompletionDate": 1470958050.571, 
        "StartDate": 1470958047.797, 
        "Status": "Stopped", 
        "UserPoolId": "USER_POOL_ID", 
        "ImportedUsers": 0, 
        "SkippedUsers": 0, 
        "JobName": "JOB_NAME", 
        "CompletionMessage": "The Import Job was stopped by the developer.", 
        "JobId": "JOB_ID", 
        "PreSignedUrl":"PRE_SIGNED_URL", 
        "CloudWatchLogsRoleArn": "ROLE_ARN", 
        "FailedUsers": 0, 
        "CreationDate": 1470957972.387 
    }
}

ユーザープールのインポート結果を CloudWatch コンソールに表示

インポートジョブの結果は、Amazon CloudWatch コンソールで表示できます。

トピック
• 結果の表示 (p. 202)
• 結果の解釈 (p. 203)

結果の表示

次のステップでは、ユーザープールのインポートの結果を表示する方法を説明します。

ユーザープールのインポート結果を見るには

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

2. [ログ] を選択します。
3. ユーザープールのインポートジョブに使用するロググループを選択します。ロググループ名は /aws/

cognito/userpools/USER_POOL_ID/USER_POOL_NAME の形式です。
4. 先ほど実行したユーザーインポートジョブのログを選択します。ログ名は JOB_ID/JOB_NAME の形式

です。ログの結果は行番号でユーザーを示しています。ユーザーデータはログに書き込まれていませ
ん。各ユーザーに対して、次のような行が表示されます。

• [SUCCEEDED] Line Number 5956 - The import succeeded.
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• [SKIPPED] Line Number 5956 - The user already exists.
• [FAILED] Line Number 5956 - The User Record does not set any of the auto 
verified attributes to true. (Example: email_verified to true).

結果の解釈

正常にインポートしたユーザーは、ステータスが「PasswordReset」に設定済みです。

次の場合、ユーザーはインポートされませんが、インポートジョブは継続します。

• true に設定された自動検証された属性はありません。
• ユーザーデータはスキーマに一致しません。
• 内部エラーによりユーザーをインポートできませんでした。

以下の場合、インポートジョブは失敗します。

• Amazon CloudWatch Logs ロールを想定することができず、正しいアクセスポリシーがない、または削
除されている。

• ユーザープールが削除されている。
• Amazon Cognito が .csv ファイルを解析できない。

インポートされたユーザーにパスワードをリセットするように要求

インポートされた各ユーザーが初めてサインインするときは、次のように新しいパスワードを入力する必
要があります。以下の手順では、CSV ファイルをインポートした後のネイティブユーザーによるカスタム 
App でのユーザーエクスペリエンスについて説明します。ユーザーがホストされた UI でサインインする
と、Amazon Cognito はユーザーが最初にサインインしたときに新しいパスワードを設定するように求め
ます。

インポートされたユーザーにパスワードをリセットするように要求

1. ユーザーがサインインを試みます。アプリケーションは InitiateAuth を呼び出して、ユーザー名
とパスワードを送信します。

2. PreventUserExistenceErrors が有効な場合、Amazon Cognito は NotAuthorizedException
を返します。そうでない場合は PasswordResetRequiredException を返します。

3. アプリケーションが ForgotPassword API リクエストを行い、ユーザーのパスワードをリセットし
ます。

a. アプリケーションは ForgotPassword API リクエストでユーザー名を送信します。
b. Amazon Cognito は、確認済みの E メールまたは電話番号にコードを送信します。宛先は、CSV 

ファイルで email_verified と phone_number_verified に指定した値によって異なりま
す。ForgotPassword リクエストへのレスポンスは、コードの宛先を示します。

Note

ユーザープールは、E メールまたは電話番号を確認するように設定する必要がありま
す。詳細については、「ユーザーアカウントのサインアップと確認 (p. 173)」を参照し
てください。

c. アプリケーションは、コードがコードの送信先を確認するメッセージをユーザーに表示し、ユー
ザーにコードと新しいパスワードを入力するように求めます。

d. ユーザーがアプリでコードと新しいパスワードを入力します。
e. アプリケーションは ConfirmForgotPassword API リクエストでコードと新しいパスワードを

送信します。
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f. アプリケーションはユーザーをサインインにリダイレクトします。

Amazon Cognito ユーザープールの E メール設定
ユーザープールのクライアントアプリでの特定のイベントにより、Amazon Cognito がユーザーに E メー
ルを送信する場合があります。例えば、E メールの検証を必須とするようにユーザープールを設定してい
る場合、ユーザーがアプリの新しいアカウントにサインアップする、またはパスワードをリセットする場
合に Amazon Cognito が E メールを送信します。E メールを開始するアクションに応じて、検証コードま
たは仮パスワードが含まれます。

E メール配信を処理するには、次のいずれかのオプションを使用できます。

• Amazon Cognito サービスに組み込まれているデフォルトの E メール機能 (p. 204)。
• Amazon Simple Email Service (Amazon SES) の設定 (p. 204)。

これらの設定は元に戻すことができます。ユーザープールを更新して切り替えることができます。

デフォルトの E メール機能
Amazon Cognito は、デフォルトの E メール機能を使用して E メール配信を処理できます。デフォルト
のオプションを使用すると、Amazon Cognito は、ユーザープールに毎日送信するメールの数を制限しま
す。サービスの制限に関する詳細については、「Amazon Cognito のクォータ (p. 566)」を参照してくだ
さい。一般的な実稼働環境では、デフォルトの E メール制限は必要な配信ボリュームを下回っています。
大規模なデリバリーボリュームを有効にするには、Amazon SES E メール設定を使用する必要がありま
す。

デフォルトの機能を使用する場合は、AWS によって管理される Amazon SES リソースを使用して E メー
ルメッセージを送信します。Amazon SES は、ハードバウンスを返す E メールアドレスをアカウントレベ
ルのサプレッションリストまたはグローバルサプレッションリストに追加します。配信不能な E メールア
ドレスが後で配信可能になった場合、ユーザープールがデフォルト機能を使用するように設定されている
間は、サプレッションリストからの削除を制御できません。E メールアドレスは、AWS-管理されたサプ
レッションリストに無期限に残る可能性があります。配信不能な E メールアドレスを管理するには、次の
セクションで説明するように、アカウントレベルのサプレッションリストで Amazon SES E メール設定を
使用します。

デフォルトの E メール設定を使用すると、オプションでは、次のいずれかの E メールアドレスを FROM 
アドレスとして使用できます。

• デフォルトの E メールアドレス (no-reply@verificationemail.com)。
• カスタム E メールアドレス。独自の E メールアドレスを使用する前に、それを Amazon SES で検証

し、このアドレスを使用するための許可を Amazon Cognito に付与する必要があります。

Amazon SES の E メール設定
アプリケーションは、デフォルトのオプションで利用できるよりも大きいボリュームを必要とする可能性
があります。可能なデリバリーボリュームを増やすには、Amazon SES リソースとユーザープールを使用
してユーザーに E メールを送信します。独自の Amazon SES 設定で E メールメッセージを送信するとき
に、E メール送信アクティビティをモニタリングすることもできます。

Amazon SES の設定を使用する前に、1 つ、または複数の E メールアドレスまたはドメインを Amazon 
SES で検証する必要があります。検証済み E メールアドレスまたは検証済みドメインのアドレスを、ユー
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ザープールに割り当てる FROM E メールアドレスとして使用します。Amazon Cognito が E メールをユー
ザーに送信するときは、Amazon SES を呼び出し、その E メールアドレスを使用するようになります。

Amazon SES の設定を使用する場合は、次の条件が適用されます。

• ユーザープールの E メール配信制限が、AWS アカウント の Amazon SES 検証済み E メールアドレス
に適用される制限と同じになります。

• Amazon SES のアカウントレベルのサプレッションリストで、グローバルサプレッションリストを上書
きして、配信不能な E メールアドレスへのメッセージを管理することができます。アカウントレベルの
サプレッションリストを使用すると、E メールメッセージのバウンスが送信者としてのアカウントの評
価に影響します。詳細については、Amazon Simple Email Service デベロッパーガイドの「Amazon SES 
アカウントレベルのサプレッションリストの使用」を参照してください。

Amazon SES の E メール設定リージョン
Amazon Cognito の E メールメッセージに使用する Amazon SES リソースを含む AWS リージョン を選択
する際、ユーザープールを作成したリージョンと同じものを選択できます。一部のリージョンで Amazon 
Cognito ユーザープールを使用すると、代替リージョンである、米国東部 (バージニア北部)、米国西部 (オ
レゴン)、またはヨーロッパ (アイルランド) の Amazon SES リソースを使用することもできます。

E メールオペレーションを高速かつ信頼性の高いものにするには、ユーザープールを作成した AWS リー
ジョン で Amazon SES の設定を使用します。Amazon Cognito でのクロスリージョンの Amazon SES の
設定に対応することで、サービス開始時に Amazon Cognito の要件に準拠して作成したユーザープールリ
ソースを継続的に利用することができます。その期間中に作成したユーザープールリソースは、限られた 
AWS リージョン でしか Amazon SES リソースを使用できませんでした。

Note

AWS Management Consoleでは、新しい Amazon Cognito コンソールエクスペリエンスに切り替
えた後で、同じリージョンで Amazon SES リソースのみを使用できます。

AWS Command Line Interface、API、または AWS CloudFormation で Amazon Cognito ユーザープール
リソースを作成すると、ユーザープールは、EmailConfigurationTypeオブジェクトの SourceArn C パラ
メータがユーザープールに指定する Amazon SES ID で E メールメッセージを送信します。Amazon SES 
ID は、サポートされている AWS リージョン を占有する必要があります。EmailSendingAccount が
COGNITO_DEFAULT で SourceArn パラメータを指定しない場合、Amazon Cognito はユーザープールを
作成したリージョン内のリソースを使用して no-reply@verificationemail.com から E メールメッ
セージを送信します。

次の表に、Amazon SES ID を Amazon Cognito で使用できる AWS リージョン を示します。

Amazon Cognito user pools AWS リージョン Amazon Simple Email Service 対応 AWS リージョ
ン

米国東部 (バージニア北部) 米国東部 (バージニア北部)、米国西部 (オレゴ
ン)、欧州 (アイルランド)

米国東部 (オハイオ) 米国東部 (オハイオ)、米国東部 (バージニア北
部)、米国西部 (オレゴン)、欧州 (アイルランド)

米国西部 (北カリフォルニア) 米国西部 (北カリフォルニア)

米国西部 (オレゴン) 米国東部 (バージニア北部)、米国西部 (オレゴ
ン)、欧州 (アイルランド)

カナダ (中部) カナダ (中部)、米国東部 (バージニア北部)、米国
西部 (オレゴン)、欧州 (アイルランド)
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Amazon Cognito user pools AWS リージョン Amazon Simple Email Service 対応 AWS リージョ
ン

アジアパシフィック (東京) アジアパシフィック (東京)、米国東部 (バージニア
北部)、米国西部 (オレゴン)、欧州 (アイルランド)

アジアパシフィック (ソウル) アジアパシフィック (ソウル)、米国東部 (バージニ
ア北部)、米国西部 (オレゴン)、欧州 (アイルラン
ド)

アジアパシフィック (ムンバイ) アジアパシフィック (ムンバイ)、米国東部 (バージ
ニア北部)、米国西部 (オレゴン)、欧州 (アイルラ
ンド)

アジアパシフィック (シンガポール) アジアパシフィック (シンガポール)、米国東部 
(バージニア北部)、米国西部 (オレゴン)、欧州 (ア
イルランド)

アジアパシフィック (シドニー) アジアパシフィック (シドニー)、米国東部 (バージ
ニア北部)、米国西部 (オレゴン)、欧州 (アイルラ
ンド)

欧州 (アイルランド) 米国東部 (バージニア北部)、米国西部 (オレゴ
ン)、欧州 (アイルランド)

欧州 (ロンドン) 欧州 (ロンドン)、米国東部 (バージニア北部)、米
国西部 (オレゴン)、欧州 (アイルランド)

欧州 (パリ) 欧州 (パリ)

欧州 (フランクフルト) 欧州 (フランクフルト)、米国東部 (バージニア北
部)、米国西部 (オレゴン)、欧州 (アイルランド)

欧州 (ストックホルム) 欧州 (ストックホルム)

欧州 (ミラノ) 欧州 (ミラノ)

中東 (バーレーン) 中東 (バーレーン)

南米 (サンパウロ) 南米 (サンパウロ)

ユーザープールの E メールの設定
ユーザープールの E メール設定を指定するには、以下のステップを完了します。使用する設定に応じ
て、Amazon SES、AWS Identity and Access Management (IAM)、および Amazon Cognito での IAM アク
セス許可が必要になる場合があります。

Note

これらのステップで作成したリソースを AWS アカウント 間で共有することはできません。例え
ば、あるアカウントのユーザープールを設定してから、別のアカウントの Amazon SES E メー
ルアドレスで使用することはできません。複数のアカウントで Amazon Cognito を使用する場合
は、それぞれのアカウントでこれらのステップを繰り返すようにしてください。

ステップ 1: Amazon SES での E メールアドレスを検証する
次のいずれかを行う場合は、ユーザープールを設定する前に、Amazon SES で 1 つ、または複数の E メー
ルアドレスを検証する必要があります。
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• FROM アドレスとして独自の E メールアドレスを使用する
• Amazon SES の設定を使用して E メール配信を処理する

E メールアドレスを検証することにより、そのアドレスを所有していることを確認する (不正使用の防止に
役立ちます)

Amazon SES での E メールアドレスの検証については、Amazon Simple Email Service デベロッパーガイ
ドの「E メールアドレスの検証」を参照してください。Amazon SES でのドメインの検証の詳細について
は、「ドメインの検証」を参照してください。

ステップ 2: Amazon SES サンドボックスからアカウントを移動
する
デフォルトの Amazon Cognito E メール機能を使用している場合は、このステップを省略します。

AWS リージョン で Amazon SES を初めて使用するときは、AWS アカウント はそのリージョンの 
Amazon SES サンドボックスに置かれます。Amazon SES は、サンドボックスを使用して不正使用や悪用
を防ぎます。Amazon SES 設定を使用して E メール配信を処理している場合は、Amazon Cognito がユー
ザーに E メールを送信する前に、サンドボックスから AWS アカウント を移動させる必要があります。

サンドボックスでは、Amazon SES が、送信できる E メールの数と、それらの送信先に制限を課しま
す。E メールは、Amazon SES で検証したアドレスとドメインのみに送信できます。または、Amazon 
SES メールボックスシミュレーターのアドレスにも E メールを送信できます。AWS アカウント がサンド
ボックスに置かれている間は、本番環境のアプリケーションに Amazon SES の設定を使用しないでくださ
い。この状況では、Amazon Cognito がユーザーの E メールアドレスにメッセージを送信することができ
ません。

サンドボックスから AWS アカウント を削除するには、Amazon Simple Email Service デベロッパーガイ
ドの「Amazon SES サンドボックス外への移動」を参照してください。

ステップ 3: Amazon Cognito に E メール許可を付与する
Amazon Cognito がユーザーに E メールを送信する前に、特定の許可を Amazon Cognito に付与する必要
がある場合があります。付与するアクセス許可、およびそれらを付与するために使用するプロセスは、デ
フォルトの E メール機能と Amazon SES の設定のどちらを使用しているかに応じて異なります。

デフォルトの E メール機能を使用するアクセス権限を付与するには

デフォルトの Amazon Cognito E メール機能を使用している場合は、このステップを省略します。

Amazon Cognito のデフォルトの E メール機能を使用するようにユーザープールを設定する場合
は、Amazon Cognito がユーザーに E メールを送信する FROM アドレスとして、次のアドレスのいずれか
を使用できます。

• デフォルトのアドレス
• Amazon SES のカスタムアドレス (検証済み E メールアドレス、または検証済みドメインの E メールア

ドレスである必要がある)

カスタムアドレスを使用している場合、Amazon Cognito には、そのアドレスからユーザーに E メールを
送信するための追加のアクセス許可が必要です。これらの許可は、Amazon SES でアドレスまたはドメイ
ンにアタッチされる「送信承認ポリシー」によって付与されます。Amazon Cognito コンソールを使用し
てユーザープールにカスタムアドレスを追加する場合、ポリシーは Amazon SES 検証済み E メールアド
レスに自動的にアタッチされます。ただし、ユーザープールをコンソール外で設定する場合は (AWS CLI 
または Amazon Cognito API を使用するなど)、Amazon SES console (Amazon SES コンソール) または
PutIdentityPolicy API を使用してユーザー自身がポリシーをアタッチする必要があります。
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Note

FROM アドレスは、AWS CLI または Amazon Cognito API を使用して検証済みドメインでのみ設
定できます。

送信承認ポリシーは、Amazon Cognito を使用して Amazon SES を呼び出すアカウントリソースに基づい
てアクセスを許可、または拒否します。リソースベースのポリシーに関する詳細については、 IAM ユー
ザーガイドを参照してください。リソースベースのポリシーの例についても、Amazon SES デベロッパー
ガイドで確認いただけます。

Example 送信承認ポリシー

次の送信承認ポリシーの例では、Amazon SES 検証済み ID を使用するための限定された権限が Amazon 
Cognito に付与されています。Amazon Cognito は、条件 aws:SourceArn のユーザープールと条件
aws:SourceAccount のアカウントの両方に代わって送信する場合にのみ、E メールメッセージを送信で
きます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "stmnt1234567891234", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": [ 
                    "email.cognito-idp.amazonaws.com" 
                ] 
            }, 
            "Action": [ 
                "SES:SendEmail", 
                "SES:SendRawEmail" 
            ], 
            "Resource": "<your SES identity ARN>", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "<your account number>" 
                }, 
                "ArnLike": { 
                    "aws:SourceArn": "<your user pool ARN>" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

この例では、「Sid」値はステートメントを一意に識別する任意の文字列です。

ポリシー構文の詳細については、「Amazon Simple Email Service デベロッパーガイド」の「Amazon SES 
送信承認ポリシー」を参照してください。

その他の例については、「Amazon Simple Email Service デベロッパーガイド」の「Amazon SES 送信承
認ポリシーの例」を参照してください。

Example

Amazon SES の設定を使用する許可を付与する

Amazon SES の設定を使用するようにユーザープールを設定する場合、Amazon Cognito には、ユーザー
に E メールを送信するときに代理で Amazon SES を呼び出すための追加の許可が必要です。この承認
は、IAM サービスで付与されます。
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このオプションでユーザープールを設定すると、Amazon Cognito が AWS アカウント にサービスリンク
ロール (IAM ロールの一種) を作成します。このロールには、Amazon Cognito が Amazon SES にアクセス
し、お客様のアドレスを使用して E メールを送信できるようにする許可が含まれています。

Amazon Cognito がこのロールを作成する前に、ユーザープールのセットアップに使用する IAM 許可に
iam:CreateServiceLinkedRole アクションを含める必要があります。IAM のアクセス許可の詳細につ
いては、IAM ユーザーガイドの「AWS リソースのアクセス管理」を参照してください。

Amazon Cognito が作成するサービスリンクロールの詳細については、「Amazon Cognito のサービスリン
クロールの使用 (p. 527)」を参照してください。

ステップ 4: ユーザープールを設定する
以下のいずれかを使用してユーザープールを設定する場合は、次のステップを完了します。

• E メール送信者として表示されるカスタムの FROM アドレス
• ユーザーが FROM アドレスに送信するメッセージを受信するカスタムの REPLY-TO アドレス
• Amazon SES の設定

デフォルトの Amazon Cognito E メール機能とアドレスを使用する場合は、この手順を省略します。

カスタム E メールアドレスを使用するようにユーザープールを設定する方法

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力しま
す。

2. [User Pools] (ユーザープール) を選択します。
3. リストから存在するユーザープールを 1 つ選択します。
4. [Messaging] (メッセージング) タブを選択して、[Email configuration] (E メールの設定) を検索し

て、[Edit] (編集) をクリックします。
5. [Edit email configuration] (E メールの設定) の編集ページで、[Send email from Amazon SES] (Amazon 

SES からメールを送信する) または[Send email with Amazon Cognito] (Amazon Cognito で E メール
を送信する) を選択します。[Send email from Amazon SES] (Amazon SES からメールを送信する) 
を選択した場合のみ、[SES Region] (SES リージョン)、[Configuration Set] (設定セット)、および
[FROM sender name] (FROM 送信者名) をカスタマイズできます。

6. カスタムの FROM アドレスを使用するには、次の手順を実行します。

a. [SES Region] (SES リージョン) で、検証済み E メールアドレスが含まれているリージョンを選
択します。

b. [FROM email address] (FROM E メールアドレス) で、E メールアドレスを選択します。Amazon 
SES で検証済みの E メールアドレスを使用します。

c. (オプション) [Configuration set] (設定セット) で Amazon SES で使用する設定セットを選択しま
す。この変更を行って保存すると、サービスにリンクされたロールが作成されます。

d. (オプション) [FROM sender address] (FROM 送信者アドレス) で E メールアドレスを入力
します。E メールアドレスだけ、または E メールアドレスと分かりやすい名前を Jane Doe 
<janedoe@example.com> 形式で指定できます。

e. (オプション) [REPLY-TO email address] (REPLY-TO E メールアドレス) で、ユーザーが FROM 
アドレスに送信するメッセージを受信する E メールアドレスを入力します。

7. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

関連トピック

• E メール検証メッセージのカスタマイズ (p. 274)
• ユーザー招待メッセージのカスタマイズ (p. 274)
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Amazon Cognito ユーザープール用の SMS メッ
セージ設定

ユーザープールの Amazon Cognito イベントには、Amazon Cognito がユーザーに SMS テキストメッセー
ジを送信する結果となるものがあります。例えば、電話番号の検証を必須とするようにユーザープールを
設定している場合、ユーザーがアプリケーションの新しいアカウントにサインアップする、またはパス
ワードをリセットする場合に Amazon Cognito が SMS テキストメッセージを送信します。SMS テキス
トメッセージを開始するアクションに応じて、メッセージには検証コード、一時的なパスワード、または
ウェルカムメッセージが含まれます。

Amazon Cognito は、SMS テキストメッセージの配信に Amazon Simple Notification Service (Amazon 
SNS) を使用します。Amazon Cognito または Amazon SNS 経由でのテキストメッセージの送信を初めて
行う場合は、Amazon SNS によってサンドボックス環境に置かれます。サンドボックス環境では、SMS 
テキストメッセージのアプリケーションをテストできます。サンドボックスでは、検証済みの電話番号に
しかメッセージを送信できません。

Amazon Cognito ユーザープールでの SMS メッセー
ジングの初回セットアップ
Amazon Cognito は、ユーザーへの SMS メッセージの送信に Amazon SNS を使用します。カスタム SMS 
送信者の Lambda トリガー (p. 164) を使用して、独自のリソースを使用し、SMS メッセージを送信す
ることもできます。特定の AWS リージョン で SMS テキストメッセージを送信するように Amazon SNS 
を初めて設定すると、Amazon SNS は AWS アカウント をそのリージョンの SMS サンドボックスに配
置します。Amazon SNS はサンドボックスを使用して、不正使用と悪用を防止し、コンプライアンス要
件を満たします。AWS アカウント がサンドボックス内にある場合、Amazon SNS はいくつかの制限を
課します。例えば、テキストメッセージを送信できるのは Amazon SNS で検証した電話番号 10 個まで
です。AWS アカウント がサンドボックスに置かれている間は、本番環境のアプリケーションに Amazon 
SNS の設定を使用しないでください。サンドボックスに置かれている間、Amazon Cognito はユーザーの
電話番号にメッセージを送信できません。

SMS テキストメッセージをユーザープールユーザーに送信するには

1. Amazon Cognito が Amazon SNS で SMS メッセージを送信するために使用できる IAM ロールを準備
します。 (p. 210)

2. Amazon SNS SMS メッセージの場合は、AWS リージョン を選択します。 (p. 211)
3. 米国の電話番号に SMS メッセージを送信するための発信元 ID を取得する (p. 212)
4. SMS サンドボックスに置かれていることを確認する (p. 213)
5. Amazon SNS サンドボックスからアカウントを移動させる (p. 213)
6. Amazon SNS で Amazon Cognito の電話番号を検証する (p. 214)
7. Amazon Cognito でユーザープールのセットアップを完了する (p. 214)

Amazon Cognito が Amazon SNS で SMS メッセージを送信する
ために使用できる IAM ロールを準備します。
ユーザープールから SMS メッセージを送信すると、Amazon Cognito はアカウントの IAM ロールを引き
受けます。Amazon Cognito は、そのロールに割り当てられた sns:Publish アクセス許可を使用して、
ユーザーに SMS メッセージを送信します。Amazon Cognito コンソールでは、[SMS] のユーザープールの
[Messaging] (メッセージング) タブから [IAM role selection] (IAM ロールの選択) を設定するか、ユーザー
プール作成ウィザードでこの選択を行うことができます。
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SMS メッセージングの初回セットアップ

次の IAM ロール信頼ポリシーの例では、Amazon Cognito ユーザープールに、ロールを引き受ける制限
付きの機能を付与しています。Amazon Cognito は、条件 aws:SourceArn のユーザープールと条件
aws:SourceAccount の AWS アカウント の代わりに行う場合にのみ、そのロールを引き受けることがで
きます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": { 
            "Service": "cognito-idp.amazonaws.com" 
        }, 
        "Action": "sts:AssumeRole", 
        "Condition": { 
            "StringEquals": { 
                "aws:SourceAccount": "<your account number>" 
            }, 
            "ArnLike": { 
                "aws:SourceArn": "<your user pool ARN>" 
            } 
        } 
    }]
}

条件 aws:SourceArn の値には、正確なユーザープール ARN またはワイルドカード ARN を指定できま
す。AWS Management Console または DescribeUserPool API リクエストを使用して、ユーザープールの 
ARN を検索します。

IAM ロールおよび信頼ポリシーの詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガ
イド」の「ロールに関する用語と概念」を参照してください。

Amazon SNS SMS メッセージの場合は、AWS リージョン を選
択します。
一部の AWS リージョン では、Amazon Cognito SMS メッセージに使用する Amazon SNS リソースを含
むリージョンを選択できます。Amazon Cognito が利用可能な AWS リージョン では、(アジアパシフィッ
ク (ソウル) を除く) では、Amazon SNS リソースを、ユーザープールを作成した AWS リージョン で使用
できます。リージョンを選択したときに SMS メッセージングを高速かつ信頼性の高いものにするには、
ユーザープールと同じリージョンの Amazon SNS リソースを使用します。

Note

AWS Management Console では、新しい Amazon Cognito コンソールエクスペリエンスに切り替
えた後でのみ、SMS リソースのリージョンを変更できます。

新規ユーザープールウィザードのメッセージ配信の設定ステップで、SMS リソースのリージョンを選択し
ます。既存のユーザープールの [Messaging] (メッセージング) タブの [SMS] で [Edit] (編集) を選択するこ
ともできます。

開始時は、一部の AWS リージョン では、Amazon Cognito が代替リージョンにある Amazon SNS リ
ソースを使用して SMS メッセージを送信していました。希望するリージョンを設定するには、ユー
ザープールの SmsConfigurationType オブジェクトの SnsRegion パラメータを使用します。次の表か
ら Amazon Cognito リージョン に Amazon Cognito ユーザープールリソースをプログラムによって作成
し、SnsRegion パラメータを提供しない場合、ユーザープールはレガシー Amazon SNS 代替リージョ
ンで Amazon SNS リソースを使用して SMS メッセージを送信します。

アジアパシフィック (ソウル) AWS リージョン の Amazon Cognito ユーザープールは、アジアパシフィッ
ク (東京) リージョンの Amazon SNS 設定を使用する必要があります。

Amazon SNS は、すべての新しいアカウントに対して 1 か月あたり 1.00 USD で使用クォータを設定しま
す。AmazonCognito で使用する AWS リージョン での支出制限を引き上げた可能性があります。Amazon 
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SNS SMS メッセージの AWS リージョン を変更する前に、AWS サポートセンターでクォータ増加
ケースを開いて、新しいリージョンでの制限を引き上げてください。詳細については、Amazon Simple 
Notification Service 開発者ガイド の「Amazon SNS の毎月の SMS 使用クォータの引き上げをリクエスト
する」を参照してください。

以下の表にある、任意の Amazon Cognito リージョンに対して、対応する Amazon SNS リージョン の 
Amazon SNS リソースで SMS メッセージを送信することができます。

Amazon Cognito リージョン Amazon SNS リージョン

米国東部 (オハイオ) 米国東部 (オハイオ)、米国東部 (バージニア北部)

アジアパシフィック (ムンバイ) アジアパシフィック (ムンバイ)、アジアパシ
フィック (シンガポール)

カナダ (中部) カナダ (中部)、米国東部 (バージニア北部)

欧州 (フランクフルト) 欧州 (フランクフルト)、欧州 (アイルランド)

欧州 (ロンドン) 欧州 (ロンドン)、欧州 (アイルランド)

アジアパシフィック (ソウル) アジアパシフィック (東京)

米国東部 (バージニア北部) 米国東部 (バージニア北部)

米国西部 (北カリフォルニア) 米国西部 (北カリフォルニア)

米国西部 (オレゴン) 米国西部 (オレゴン)

アジアパシフィック (シンガポール) アジアパシフィック (シンガポール)

アジアパシフィック (シドニー) アジアパシフィック (シドニー)

アジアパシフィック (東京) アジアパシフィック (東京)

欧州 (アイルランド) 欧州 (アイルランド)

欧州 (パリ) 欧州 (パリ)

欧州 (ストックホルム) 欧州 (ストックホルム)

欧州 (ミラノ) 欧州 (ミラノ)

中東 (バーレーン) 中東 (バーレーン)

南米 (サンパウロ) 南米 (サンパウロ)

米国の電話番号に SMS メッセージを送信するための発信元 ID 
を取得する
米国の電話番号に SMS テキストメッセージを送信する場合は、SMS サンドボックステスト環境または本
番環境を構築するかどうかにかかわらず、発信元 ID を取得する必要があります。

米国の通信事業者は 2021 年 6 月 1 日付けで、米国の電話番号へのメッセージの送信に発信元 ID を義務付
けました。発信元 ID をまだ取得していない場合は、取得する必要があります。発信元 ID を取得する方法
については、Amazon Pinpoint ユーザーガイドの「番号のリクエスト」を参照してください。

以下の AWS リージョン で業務を行っている場合は、AWS Support チケットを開始して発信元 ID を取得
する必要があります。この手順については、Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイドの
「SMS メッセージングのサポートをリクエストする」を参照してください。
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• 米国東部 (オハイオ)
• 欧州 (ストックホルム)
• 欧州 (パリ)
• 欧州 (ミラノ)
• 中東 (バーレーン)
• 南米 (サンパウロ)
• 米国西部 (北カリフォルニア)

同じ AWS リージョン に複数の発信元 ID がある場合、Amazon SNS は、ショートコード、10DLC、通話
料無料番号の優先順位で発信元 ID タイプを選択します。この優先順位を変更することはできません。詳細
については、「Amazon SNS のよくある質問」を参照してください。

SMS サンドボックスに置かれていることを確認する
次の手順を使用して SMS サンドボックスに移動していることを確認します。Amazon Cognito の本番稼働
用ユーザープールがある各 AWS リージョン で繰り返します。

Amazon Cognito コンソールで SMS サンドボックスステータスを確認します。

SMS サンドボックスに置かれていることを確認する

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力しま
す。

2. [User Pools] (ユーザープール) を選択します。
3. リストから存在するユーザープールを 1 つ選択します。
4. [Messaging] (メッセージング) タブを選択します。
5. [SMS configuration] (SMS 設定) セクションで、[Move to Amazon SNS production environment]

(Amazon SNS 本番環境に移行する) を展開します。アカウントが SMS サンドボックスに置かれてい
る場合は、以下のメッセージが表示されます。

You are currently in the SMS Sandbox and cannot send SMS messages to 
unverified numbers.

このメッセージが表示されない場合は、アカウント内での SMS メッセージのセットアップが既に実
行されています。「Amazon Cognito でユーザープールのセットアップを完了する (p. 214)」へ進ん
でください。

6. メッセージの Amazon SNS リンクを選択します。これにより、新しいタブで Amazon SNS コンソー
ルが開きます。

7. サンドボックス環境に置かれていることを確認します。コンソールメッセージには、以下のようにサ
ンドボックスのステータスと AWS リージョン が示されます。

This account is in the SMS sandbox in US East (N. Virginia).

Amazon SNS サンドボックスからアカウントを移動させる
アプリをテストしていて、管理者が検証できる電話番号にのみ SMS メッセージを送信する必要がある場
合は、このステップをスキップしてください。

本番稼働でアプリを使用するには、アカウントを SMS サンドボックスから本番環境に移動しま
す。Amazon Cognito で使用する Amazon SNS リソースを含む AWS リージョン に発信元 ID を設定した
後、AWS アカウント が SMS サンドボックスに残っている間は、米国の電話番号を検証することができ
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ます。Amazon SNS 環境が本番環境にある場合、ユーザーに SMS メッセージを送信するために Amazon 
SNS でユーザーの電話番号を確認する必要はありません。

詳細については、Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイドの「SNS サンドボックス外への
移動」を参照してください。

Amazon SNS で Amazon Cognito の電話番号を検証する
SMS サンドボックスからアカウントを移動した場合は、このステップをスキップします。

SMS サンドボックスでは、Amazon SNS で検証した任意の電話番号にメッセージを送信できます。

電話番号を確認するには、次の手順を実行します。

1. Amazon SNS コンソールのテキストメッセージング (SMS) セクションに、サンドボックスの送信先電
話番号を追加します。

2. 指定した電話番号にコードが入った SMS メッセージを受信します。
3. Amazon SNS コンソールに SMS メッセージに記載されている確認コードを入力します。

詳しい手順については、Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイドの「SMS サンドボックス
での電話番号の追加と確認」を参照してください。

Note

Amazon SNS では、SMS サンドボックスで確認できる送信先の電話番号の数が制限されま
す。Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイドの「SMS サンドボックス」を参照し
てください。

Amazon Cognito でユーザープールのセットアップを完了する
ユーザープールを作成 (p. 20)または編集 (p. 175)していたブラウザタブに戻ります。手順を完了しま
す。ユーザープールに SMS 設定を正常に追加すると、Amazon Cognito は内部の電話番号にテストメッ
セージを送信して、設定が機能することを確認します。Amazon SNS は、テスト SMS メッセージごとに
料金を請求します。

ユーザープールでのトークンの使用
トークンを使用してユーザーを認証し、リソースへのアクセス権を付与します。トークンのクレームは
ユーザーに関する情報です。ID トークンには、ユーザー名、苗字、E メールアドレスなど、身元に
関するクレームが含まれています。アクセストークンには、認証されたユーザーがサードパーティー 
API、Amazon Cognito ユーザーのセルフサービス API オペレーション、および UserInfo エンドポイン
ト (p. 591) にアクセスできる scope のようなクレームが含まれています。アクセストークンと ID トー
クンの両方に、ユーザープール内のユーザーのグループメンバーシップを含む cognito:groups クレー
ムが含まれます。

Amazon Cognito には、新しいトークンを取得する、または既存のトークンを取り消すために使用できる
トークンもあります。トークンを更新 (p. 220)して、新しい ID とアクセストークンを取得します。トー
クンを取り消し (p. 221)て、更新トークンによって許可されているユーザーアクセスを取り消します。

Amazon Cognito は、Base 64 でエンコードされた文字列としてトークンを発行します 任意の Amazon 
Cognito ID またはアクセストークンを Base64 からプレーンテキスト JSON にデコードできま
す。Amazon Cognito 更新トークンは暗号化されており、Amazon Cognito 管理者またはユーザーが読み取
ることはできません。

トークンを使用した認証
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ユーザーがアプリケーションにサインインすると、Amazon Cognito がログイン情報を検証します。ログ
インが正常に行われると、Amazon Cognito がセッションを作成し、認証されたユーザーの ID トークン、
アクセストークン、および更新トークンを返します。これらのトークンは、独自のサーバー側リソース、
または Amazon API Gateway へのアクセス権をユーザーに付与するために使用できます。または、それら
を AWS の他のサービスにアクセスするための一時的な AWS 認証情報と交換することができます。

トークンの保存

アプリケーションでは、さまざまなサイズのトークンを保存する必要があります。トークンのサイズは、
クレームの追加、エンコーディングアルゴリズムの変更、暗号化アルゴリズムの変更による理由（ただ
し、これらに限定されない）で変更される場合があります。ユーザープールでトークンの取り消しを有効
にした場合も、Amazon Cognito が JSON ウェブトークンにクレームを追加するので、そのトークンのサ
イズは増加します。アクセストークンと ID トークンに対し、新たなクレーム origin_jti および jti が
追加されます。トークンの取り消しの詳細については、「トークンの取り消し」を参照してください。

Important

アプリケーションの観点からみると、転送中と保存中のすべてのトークンを保護することがベス
トプラクティスです。トークンには、アプリケーションのユーザーに関する個人識別情報、およ
びユーザープールで使用するセキュリティモデルに関する情報を含めることができます。

トピック
• ID トークンの使用 (p. 215)
• アクセストークンの使用 (p. 218)
• 更新トークンの使用 (p. 220)
• トークンの取り消し (p. 221)
• JSON web トークンの検証 (p. 223)
• キャッシュトークン (p. 227)

ID トークンの使用
ID トークンとは、name、email、および phone_number など、認証されたユーザーのアイデンティティ
に関するクレームが含まれる、 JSON ウェブトークン (JWT) です。この ID 情報はアプリケーション内で
使用できます。ID トークンは、リソースサーバーまたはサーバーアプリケーションに対するユーザーの認
証にも使用できます。Web API オペレーションを使用して、アプリケーション外で ID トークンを使用す
ることも可能です。このような場合は、ID トークン内のクレームを信頼する前に、ID トークンの署名を検
証する必要があります。「JSON web トークンの検証 (p. 223)」を参照してください。

ID トークンの有効期限は、5 分から 1 日までの任意の値に設定できます。この値は、アプリケーションの
クライアントごとに設定できます。

Important

ユーザーがホストされた UI またはフェデレーション ID プロバイダー (IdP) でサインインする
と、Amazon Cognito は 1 時間有効なセッション Cookie を設定します。ホストされた UI または
フェデレーションを使用し、アクセストークンと ID トークンに 1 時間未満の最小期間を指定す
ると、Cookie の有効期限が切れるまで、ユーザーは有効なセッションを継続できます。1 時間の
セッション中に有効期限が切れるトークンがある場合、ユーザーは再認証しなくてもトークンを
更新できます。
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ID トークンのヘッダー

ヘッダーには 2 つの情報 (キー ID: kid、アルゴリズム: alg) が含まれています。

{
"kid" : "1234example=",
"alg" : "RS256"
}

kid

キー ID。その値は、トークンの JSON Web 署名 (JWS) をセキュア化するために使用されたキーを示
します。ユーザープール署名キー ID は jwks_uri エンドポイントで確認できます。

kid パラメータの詳細については、「Key identifier (kid) header parameter」を参照してください。
alg

Amazon Cognito が、アクセストークンをセキュア化するために使用した暗号化アルゴリズム。ユー
ザープールは、SHA-256 による RSA 署名である RS256 暗号化アルゴリズムを使用します。

alg パラメータの詳細については、「Algorithm (alg) header parameter」を参照してください。

ID トークンのペイロード

これは ID トークンのサンプルペイロードで、認証されたユーザーに関するクレームが含まれていま
す。OpenID Connect (OIDC) 標準クレームに関する詳細については、「OIDC standard claims」を参照し
てください。

<header>.
{ 
   "sub":"aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee", 
   "cognito:groups":[ 
      "my-test-group" 
   ], 
   "email_verified":true, 
   "cognito:preferred_role":"arn:aws:iam::111122223333:role/my-test-role", 
   "iss":"https://cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-west-2_example", 
   "cognito:username":"my-test-user", 
   "middle_name":"Jane", 
   "nonce":"abcdefg", 
   "origin_jti":"aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee", 
   "cognito:roles":[ 
      "arn:aws:iam::111122223333:role/my-test-role" 
   ], 
   "aud":"xxxxxxxxxxxxexample", 
   "event_id":"64f513be-32db-42b0-b78e-b02127b4f463", 
   "token_use":"id", 
   "auth_time":1676312777, 
   "exp":1676316377, 
   "iat":1676312777, 
   "jti":"aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee", 
   "email":"my-test-user@example.com"
}
.<token signature>

sub

認証されたユーザーの固有識別子 (UID) または件名。ユーザー名はユーザープール内で一意ではない
可能性があります。sub クレームは、特定のユーザーを識別する最良の方法です。
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cognito:groups

ユーザーをメンバーとするユーザープールグループの名前の配列。
cognito:preferred_role

ユーザーの最も優先度の高いユーザープールグループに関連付けた IAM ロールの ARN。
iss

トークンを発行した ID プロバイダー。クレームは以下のような形式になります。

https://cognito-idp.<Region>.amazonaws.com/<your user pool ID>
cognito:username

ユーザープール内のユーザーのユーザー名。
nonce

nonce クレームは、OAuth 2.0 の authorize エンドポイントへのリクエストに追加するものと、
名前が同じパラメータから取得されます。パラメータを追加すると、Amazon Cognito が発行する ID 
トークンに nonce クレームが含められます。これは、リプレイ攻撃からの保護のために使用できま
す。リクエストで nonce 値を指定せずにサードパーティー ID プロバイダーを介した認証を行う場
合、Amazon Cognito はノンスを自動的に生成および検証した上で、その値を nonce クレームとして 
ID トークンに追加します。Amazon Cognito での nonce クレームの実装は、OIDC 標準に基づいてい
ます。

origin_jti

ユーザーの更新トークンに関連付けられたトークン失効識別子。Amazon Cognito は、エンドポイン
トの取り消し (p. 596) または RevokeToken API オペレーションを使用してユーザーのトークンが
取り消されたかどうかを確認するときに、origin_jti クレームを参照します。トークンを取り消す
と、Amazon Cognito は同じ origin_jti 値を持つすべてのアクセストークンと ID トークンを無効
にします。

cognito:roles

ユーザーのグループに関連付けられた IAM ロールの名前の配列。
aud

ユーザーを認証したユーザープールアプリクライアント。Amazon Cognito は、アクセストークン
client_id クレームで同じ値をレンダリングします。

token_use

トークンの本来の目的。ID トークンでは、その値は id です。
auth_time

ユーザーが認証を完了した認証時刻 (Unix の時間形式)。
exp

ユーザーのトークンの有効期限が切れる有効期限 (Unix の時間形式)。
iat

Amazon Cognito がユーザーのトークンを発行した発行時刻 (Unix の時間形式)。
jti

JWT の一意の識別子。

この ID トークンには、「OIDC standard claims」に定義されている、OIDC の標準クレームを含めること
ができます。また、ユーザープールで定義されたカスタム属性が、この ID トークンに含まれる場合もあり
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ます。Amazon Cognito は、属性タイプに関係なく、カスタム属性値を文字列として ID トークンに書き込
みます。

Note

ユーザープールのカスタム属性には、常に custom: プレフィックスが先頭に付けられています。

ID トークンの署名

ID トークンの署名は、JWT トークンのヘッダーとペイロードに基づいて計算されます。アプリが受け
取る ID トークンのクレームを受け入れる前に、トークンの署名を検証してください。詳細については、
「JSON Web トークンの検証」を参照してください。JSON web トークンの検証 (p. 223)。

アクセストークンの使用
ユーザープールアクセストークンには、認証されたユーザーに関するクレーム、ユーザーのグループのリ
スト、およびスコープのリストが含まれます。アクセストークンの目的は、API オペレーションを承認す
ることです。ユーザープールは、ユーザーのセルフサービスオペレーションを許可するアクセストークン
を受け入れます。例えば、アクセストークンを使用して、ユーザーにユーザー属性を追加、変更、または
削除するアクセス権を付与することができます。

ユーザープールに追加したカスタムスコープから派生した OAuth 2.0 スコープをアクセストークンに
含めると、ユーザーが API から情報を取得することを承認できます。例えば、Amazon API Gateway 
は、Amazon Cognito のアクセストークンによる認証をサポートします。REST API オーソライザーにユー
ザープールからの情報を入力することも、Amazon Cognito を HTTP API の JSON ウェブトークン (JWT) 
オーソライザーとして使用することもできます。カスタムスコープでアクセストークンを生成するには、
ユーザープールのパブリックエンドポイントを通じてアクセストークンをリクエストする必要がありま
す。

ユーザーのアクセストークンは、UserInfo エンドポイント (p. 591) からユーザーの属性に関する詳細情
報をリクエストするためのアクセス許可です。ユーザーのアクセストークンは、ユーザー属性の読み取
りと書き込みのアクセス許可でもあります。アクセストークンによって付与される属性へのアクセスレベ
ルは、アプリクライアントに割り当てるアクセス許可と、トークンで付与するスコープによって異なりま
す。

アクセストークンは、JSON ウェブトークン (JWT) です。アクセストークンのヘッダーは ID トークンと
同じ構造になっていますが、Amazon Cognito は、ID トークンに署名するキーとは異なるキーでアクセス
トークンに署名します。アクセスキー ID (kid) クレームの値は、同じユーザーセッションの ID トークン
の kid クレームの値と一致しません。アプリコードで、ID トークンとアクセストークンを個別に検証し
ます。署名を検証するまでは、アクセストークンのクレームを信用しないでください。詳細については、
「JSON web トークンの検証 (p. 223)」を参照してください。アクセストークンの有効期限は、5 分から 
1 日までの間で任意の値に設定できます。この値は、アプリケーションのクライアントごとに設定できま
す。

Important

ホストされた UI を使用する場合、アクセストークンと ID トークンには、1 時間未満の最小値を
指定しないでください。Amazon Cognito HostedUI は、有効期間が 1 時間のクッキーを使用しま
す。最小値として 1 時間未満を入力した場合でも、有効期間は 1 時間より短くなりません。

アクセストークンのヘッダー
ヘッダーには 2 つの情報 (キー ID: kid、アルゴリズム: alg) が含まれています。

{
"kid" : "1234example="
"alg" : "RS256",
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}

kid

キー ID。その値は、トークンの JSON Web 署名 (JWS) をセキュア化するために使用されたキーを示
します。ユーザープール署名キー ID は jwks_uri エンドポイントで確認できます。

kid パラメータの詳細については、「Key identifier (kid) header parameter」を参照してください。
alg

Amazon Cognito が、アクセストークンをセキュア化するために使用した暗号化アルゴリズム。ユー
ザープールは、SHA-256 による RSA 署名である RS256 暗号化アルゴリズムを使用します。

alg パラメータの詳細については、「Algorithm (alg) header parameter」を参照してください。

アクセストークンのペイロード
以下は、アクセストークンのサンプルペイロードです。詳細については、「JWT claims」を参照してくだ
さい。

<header>.
{ 
   "sub":"aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee", 
   "device_key": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee", 
   "cognito:groups":[ 
      "testgroup" 
   ], 
   "iss":"https://cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-west-2_example", 
   "version":2, 
   "client_id":"xxxxxxxxxxxxexample", 
   "origin_jti":"aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee", 
   "event_id":"aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee", 
   "token_use":"access", 
   "scope":"phone openid profile resourceserver.1/appclient2 email", 
   "auth_time":1676313851, 
   "exp":1676317451, 
   "iat":1676313851, 
   "jti":"aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee", 
   "username":"my-test-user"
}
.<token signature>

sub

認証されたユーザーの固有識別子 (UID) または件名。ユーザー名はユーザープール内で一意ではない
可能性があります。sub クレームは、特定のユーザーを識別する最良の方法です。

cognito:groups

ユーザーをメンバーとするユーザープールグループの名前の配列。
iss

トークンを発行した ID プロバイダー。クレームは以下のような形式になります。

https://cognito-idp.<Region>.amazonaws.com/<your user pool ID>
client_id

ユーザーを認証したユーザープールアプリクライアント。Amazon Cognito は、ID トークン aud ク
レームで同じ値をレンダリングします。
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origin_jti

ユーザーの更新トークンに関連付けられたトークン失効識別子。Amazon Cognito は、エンドポイン
トの取り消し (p. 596) または RevokeToken API オペレーションを使用してユーザーのトークンが
取り消されたかどうかを確認するときに、origin_jti クレームを参照します。トークンを取り消す
と、Amazon Cognito は同じ origin_jti 値を持つすべてのアクセストークンと ID トークンを無効
にします。

token_use

トークンの本来の目的。アクセストークンでは、その値は access です。
scope

トークンが許可するアクセスを定義する Oauth 2.0 スコープのリスト。トークンエンド
ポイント (p. 587) のトークンには、アプリクライアントがサポートする任意のスコープ
を含めることができます。Amazon Cognito API サインインからのトークンにはスコープ
aws.cognito.signin.user.admin のみが含まれます。

auth_time

ユーザーが認証を完了した認証時刻 (Unix の時間形式)。
exp

ユーザーのトークンの有効期限が切れる有効期限 (Unix の時間形式)。
iat

Amazon Cognito がユーザーのトークンを発行した発行時刻 (Unix の時間形式)。
jti

JWT の一意の識別子。

アクセストークンの署名
アクセストークンの署名は、JWT トークンのヘッダーおよびペイロードに基づいて計算されます。Web 
API のアプリケーション外で使用するときは、常にこの署名を検証してからトークンを受け入れる必要が
あります。詳細については、「JSON Web トークンの検証」を参照してください。

更新トークンの使用
更新トークンを使用して、新しい ID およびアクセストークンを取得できます。更新トークンはデフォルト
で、アプリケーションユーザーがユーザープールにサインインしてから 30 日後に有効期限が切れます。
ユーザープールのアプリケーションを作成するときは、アプリケーションの更新トークンの有効期限を 60 
分から 10 年までの任意の値に設定できます。

Mobile SDK for iOS、Mobile SDK for Android、Amplify for iOS、Amplify for Android、および Amplify for 
Flutter は、有効な (期限が切れていない) 更新トークンが存在する場合に ID トークンとアクセストークン
を自動的に更新します。ID トークンとアクセストークンには、2 分間の最小残存有効期間があります。更
新トークンが有効期限切れになっている場合、アプリケーションユーザーはユーザープールに再度サイン
インすることで再認証される必要があります。アクセストークンと ID トークンの最小値が 5 分に設定さ
れていて、SDK を使用している場合、更新トークンは、新しいアクセストークンと ID トークンを取得す
るために継続的に使用されます。期待される動作は、最小値を 5 分ではなく 7 分以上を設定することで確
認できます。

ユーザーのアカウント自体は、ユーザーが新しいアカウントの UnusedAccountValidityDays 時間制限
前に少なくとも 1 回ログインしている限り、その有効期限が切れることはありません。
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新しい更新トークン（API）を開始
更新トークンの認証を開始するには、API または ホストされた UI を使用します。

ユーザープール API により新しい ID とアクセストークンを取得する際に、更新トークンを使用するに
は、API オペレーションの AdminInitiateAuth または InitiateAuth を使用します。AuthFlow
パラメータの REFRESH_TOKEN_AUTH を渡します。認証パラメータの AuthParameters は、キーが
"REFRESH_TOKEN" であり、値が実際の更新トークンであるキーバリューマップです。Amazon Cognito 
は、API リクエストがすべてのチャレンジを通過した後、新しい ID とアクセストークンを返します。

Note

HostedUI を使用してサインインしたユーザーのトークンを変更するには、API オペレーションの
InitiateAuth を使用します。

更新トークンの取り消し
ユーザーに属する更新トークンを取り消すことができます。トークンの取り消しの詳細については、
「トークンの取り消し (p. 221)」を参照してください。

Note

更新トークンを取り消すと、この更新トークンとともに発行されたすべてのトークンが取り消さ
れます。

ユーザーのすべてのトークンを GlobalSignOut および AdminUserGlobalSignOut API オペレーショ
ンを使用して取り消すことで、そのユーザーは、現在サインインしているすべてのデバイスからサインア
ウトできるようになります。ユーザーがサインアウトされると、以下のようになります。

• ユーザーの新しいトークンの取得にユーザーの更新トークンを使用できない。
• ユーザープールサービスにユーザーのアクセストークンを使用できない。
• 新しいトークンを取得するためにユーザーが再認証される必要がある。セッション cookie は自動的に有

効期限切れになりません。ベストプラクティスとして、アプリケーションはユーザーをログアウトエン
ドポイントにリダイレクトし、セッション cookie をクリアするようにブラウザを強制する必要がありま
す。

アプリケーションは、個々のユーザーがすべてのデバイスからユーザー自身をサインアウトすることを可
能にする GlobalSignOut API を使用できます。アプリケーションは通常、このオプションを [Sign out 
from all devices] (すべてのデバイスからサインアウトする) などの操作の選択肢として表示します。アプ
リケーションは、有効かつ期限が切れておらず、取り消されていないユーザーのアクセストークンを使用
して、この API オペレーションを呼び出す必要があります。このオペレーションを使用しても、別のユー
ザーをサインアウトさせることはできません。

アプリケーションは、管理者がすべてのデバイスからユーザーをサインアウトすることを可能にする
AdminUserGlobalSignOut API を使用できます。管理者アプリケーションは、AWS デベロッパー認証
情報を使用してこの API オペレーションを呼び出し、パラメータとしてユーザープール ID とユーザーの
ユーザー名を渡す必要があります。AdminUserGlobalSignOut API は、ユーザープール内の任意のユー
ザーをサインアウトできます。

トークンの取り消し
AWS API によりユーザーの更新トークンを取り消すことができます。更新トークンを取り消すと、その更
新トークンによってそれまでに発行されたすべてのアクセストークンが無効になります。ユーザーに発行
されたその他の更新トークンは影響を受けません。
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Note

JWT トークンは、トークンが作成されたときに割り当てられた署名と有効期限を持つ自己完結型
トークンです。取り消されたトークンは、トークンを必要とする Amazon Cognito API コールで
は使用できません。ただし、JWT ライブラリを使用してトークンの署名と有効期限が検証された
場合は、引き続き使用が可能です。

トークンの取り消しが有効化されているユーザープールクライアント用の更新トークンは、取り消すこと
が可能です。トークンの取り消しは、新しいユーザープールクライアントの作成時にデフォルトで有効に
なります。

トークンの取り消しを有効にする
既存のユーザープールクライアントのトークンを取り消す前に、トークンの取り消しを有効にする必要
があります。既存のユーザープールクライアントでのトークンの取り消しは、AWS CLI または AWS API 
を使用して有効にできます。これを行うには、aws cognito-idp describe-user-pool-client
CLI コマンドまたは DescribeUserPoolClient API 操作を呼び出して、アプリクライアントから
現在の設定を取得します。次に、または UpdateUserPoolClient CLI コマンドaws cognito-idp 
update-user-pool-client API オペレーションを呼び出します。アプリクライアントの現在の設定を
含め、EnableTokenRevocation パラメータを true に設定します。

AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API を使用して新しいユーザープールクライアント
を作成するときは、トークンの取り消しがデフォルトで有効になります。

トークンの取り消しを有効にした後は、Amazon Cognito JSON ウェブトークンに新しいクレームが追加さ
れ、アクセストークンと ID トークンに origin_jti と jti クレームが追加されます。これらのクレーム
により、アプリケーションクライアントのアクセストークンと ID トークンのサイズが大きくなります。

以下の JSON 例は、CreateUserPoolClient API を使用してトークンの取り消しを有効にするリクエス
トを示しています。

{ 
    "AccessTokenValidity": 123, 
    "AllowedOAuthFlows": [ 
        "string" 
    ], 
    "AllowedOAuthFlowsUserPoolClient": true, 
    "AllowedOAuthScopes": [ 
        "string" 
    ], 
    "AnalyticsConfiguration": { 
        "ApplicationArn": "string", 
        "ApplicationId": "string", 
        "ExternalId": "string", 
        "RoleArn": "string", 
        "UserDataShared": false
    }, 
    "CallbackURLs": [ 
        "string" 
    ], 
    "ClientName": "string", 
    "DefaultRedirectURI": "string", 
    "ExplicitAuthFlows": [ 
        "string" 
    ], 
    "GenerateSecret": true, 
    "IdTokenValidity": 123, 
    "LogoutURLs": [ 
        "string" 
    ], 
    "PreventUserExistenceErrors": "string", 
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    "ReadAttributes": [ 
        "string" 
    ], 
    "RefreshTokenValidity": 456, 
    "SupportedIdentityProviders": [ 
        "string" 
    ], 
    "TokenValidityUnits": { 
        "AccessToken": "string", 
        "IdToken": "string", 
        "RefreshToken": "string" 
    }, 
    "UserPoolId": "string", 
    "WriteAttributes": [ 
        "string" 
    ], 
    "EnableTokenRevocation": true
}     

トークンを取り消す
更新トークンは、RevokeToken API オペレーションを使用して取り消すことができます。また、aws 
cognito-idp revoke-token CLI コマンドを使用してトークンを取り消すこともできます。さらに、取
り消しエンドポイントを使用した、トークンの取り消しも可能です。このエンドポイントは、ユーザー
プールにドメインを追加した後で利用可能になります。取り消しエンドポイントは、Amazon Cognito が
ホストするドメイン、あるいは独自のカスタムドメインの両方で使用できます。

Note

更新トークンの取り消し時には、そのトークンの取得に使用されたものと同じ、クライアント ID 
を使用する必要があります。

JSON web トークンの検証
これらのステップでは、ユーザープール JSON Web トークン (JWT) の検証を説明します。

トピック
• 前提条件 (p. 223)
• aws-jwt-verify によるトークンの検証 (p. 224)
• トークンの理解と検査 (p. 224)

前提条件
このセクションのタスクは、ライブラリ、SDK、またはソフトウェアフレームワークで既に処理されてい
る可能性があります。AWSSDK では、アプリで Amazon Cognito ユーザープールトークンの処理と管理の
ためのツールが利用できます。AWS Amplify には、Amazon Cognito トークンを取得および更新する関数
が含まれています。

詳細については、次のページを参照してください。

• Amazon Cognito のウェブアプリケーションとモバイルアプリケーションとの統合 (p. 14)
• AWS SDK を使用する Amazon Cognito ID プロバイダーのコード例
• Amplify Dev Center の高度なワークフロー

JSON ウェブトークン (JWT) のデコードと検証用として、多数のライブラリが用意されています。サー
バー側の API 処理用にトークンを手動で処理する場合、または他のプログラミング言語を使用している場
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合は、これらのライブラリが役に立ちます。「OpenID foundation の JWT トークンでの作業のためのライ
ブラリのリスト」を参照してください。

aws-jwt-verify によるトークンの検証
Node.js アプリでは、AWS は、aws-jwt-verify ライブラリでユーザーがアプリに渡すトークンのパラメータ
を検証するように推奨します。aws-jwt-verify を使用すると、1 つ以上のユーザープールについて検証
したいクレーム値を CognitoJwtVerifier に入力できます。確認できる値には次のものがあります。

• アクセストークンや ID トークンの形式が不正ではなく、期限切れでもなく、有効な署名が付いているも
の。

• アクセストークンが、正しいユーザープールとアプリクライアントから取得されたもの。
• アクセストークンクレームに、正しい OAuth 2.0 スコープが含まれているもの。
• アクセストークンと ID トークンに署名したキーが、ユーザープールの JWKS URI の kid 署名キーと一

致していること。

JWKS URI には、ユーザーのトークンに署名した秘密鍵に関する公開情報
が含まれています。ユーザープールの JWKS URI は、https://cognito-
idp.<Region>.amazonaws.com/<userPoolId>/.well-known/jwks.json で確認できます。

Node.js アプリや AWS Lambda オーソライザーで使用できる詳細とサンプルコードについては、GitHub 
の aws-jwt-verify を参照してください。

トークンの理解と検査
トークン検査をアプリに統合する前に、Amazon Cognito が JWT を組み立てる方法を検討してください。
ユーザープールからサンプルトークンを取得します。それらをデコードして詳細に調べて特性を理解し、
何をいつ検証するかを決定します。例えば、あるシナリオではグループメンバーシップを検証し、別のシ
ナリオではスコープを調べたい可能性があります。

以下のセクションでは、アプリを準備するときに Amazon Cognito JWT を手動で検査するプロセスについ
て説明します。

JWT の構造を確認します
JSON ウェブトークン (JWT) は、間に . (ドット) 区切り文字がある 3 つのセクションで構成されます。

[Header] (ヘッダー)

Amazon Cognito がトークンの署名に使用したキー ID、kid、および RSA アルゴリズ
ム、alg。Amazon Cognito は RS256 の alg でトークン署名します。

Payload

トークンクレーム。ID トークンでは、クレームには、ユーザー属性とユーザープール、iss、およ
びアプリクライアント、aud に関する情報が含まれます。アクセストークンのペイロードには、ス
コープ、グループメンバーシップ、ユーザープールが iss として含まれ、アプリクライアントは
client_id として含まれます。

署名

署名は、ヘッダーやペイロードのようにデコード可能な base64 ではありません。JWKS URI で確認
できる署名キーとパラメータから派生した RSA256 識別子です。

ヘッダーとペイロードは base64 でエンコードされた JSON です。開始文字 { にデコードされる最初の
文字 eyJ で識別できます。ユーザーが base64 でエンコードされた JWT をアプリに提示し、それが形式
[JSON Header].[JSON Payload].[Signature] ではない場合、有効な Amazon Cognito トークンで
はないため破棄できます。
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JWT を検証

JWT 署名は、ヘッダーとペイロードのハッシュされた組み合わせです。Amazon Cognito は、ユーザー
プールごとに 2 組の RSA 暗号化キーを生成します。1 つの秘密鍵がアクセストークンに署名し、もう 1 
つが ID トークンに署名します。

JWT トークンの署名を検証する

1. ID トークンを復号化します。

OpenID Foundation では、JWT トークンでの作業のためのライブラリのリストも維持されています。

ユーザープール JWT をデコードするには、AWS Lambda も使用できます。詳細については、
「Decode and verify Amazon Cognito JWT tokens using AWS Lambda」を参照してください。

2. ローカルキー ID (kid) とパブリック kid を比較します。

a. ユーザープール用に、対応するパブリック JSON Web キー (JWK) をダウンロードして保存しま
す。これは、JSON Web キーセット (JWKS) の一部として提供されており、環境に合わせて次の
ように jwks_uri URL を構築することで、その場所を特定できます。

https://cognito-idp.<Region>.amazonaws.com/<userPoolId>/.well-known/jwks.json

JWK と JWK セットの詳細については、「JSON web key (JWK)」を参照してください。

Note

Amazon Cognito は、ユーザープール内で署名キーをローテーションする可能性がありま
す。ベストプラクティスとして、kid をキャッシュキーとして使用して、アプリに公開
鍵をキャッシュし、定期的にキャッシュを更新してください。アプリが受け取るトーク
ンの kid をキャッシュと比較します。
正しい発行者で kid が異なるトークンを受け取った場合、Amazon Cognito が署名キー
をローテーションした可能性があります。ユーザープール jwks_uri エンドポイントの
キャッシュを更新します。

以下は、サンプル jwks.json ファイルです。

{ 
 "keys": [{ 
  "kid": "1234example=", 
  "alg": "RS256", 
  "kty": "RSA", 
  "e": "AQAB", 
  "n": "1234567890", 
  "use": "sig" 
 }, { 
  "kid": "5678example=", 
  "alg": "RS256", 
  "kty": "RSA", 
  "e": "AQAB", 
  "n": "987654321", 
  "use": "sig" 
 }]
}

Key ID (kid)

kid は、トークンの JSON Web 署名 (JWS) をセキュア化するために使用されたキーを示す
ヒントです。
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Algorithm (alg)

alg ヘッダーパラメータは、ID トークンをセキュア化するために使用される暗号化アルゴリ
ズムを表します。ユーザープールは、SHA-256 による RSA 署名である RS256 暗号化アルゴ
リズムを使用します。RSA の詳細については、「RSA cryptography」を参照してください。

Key type (kty)

kty パラメータは、この例の「RSA」など、キーで使用される暗号化アルゴリズムファミ
リーを特定します。

RSA exponent (e)

e パラメータには、RSA パブリックキーの指数値が含まれます。これは、Base64urlUInt で
エンコードされた値として表されます。

RSA modulus (n)

n パラメータには、RSA パブリックキーのモジュラス値が含まれます。これ
は、Base64urlUInt でエンコードされた値として表されます。

Use (use)

use パラメータは、パブリックキーの用途を表します。この例では、use 値の sig が署名を
表しています。

b. JWT の kid に一致する kid のパブリック JSON ウェブキーを検索します。
3. JWT ライブラリを使用して、発行者の署名をトークン内の署名と比較します。発行者の署名は、

トークンと一致する jwks.json の kid の公開キー（RSA モジュラス "n"）から取得されます。kid。
まず、JWK を PEM 形式に変換する必要がある場合があります。次の例には JWT と JWK があ
り、Node.js ライブラリの jsonwebtoken を使用して JWT 署名を検証します。

Node.js

var jwt = require('jsonwebtoken');
var jwkToPem = require('jwk-to-pem');
var pem = jwkToPem(jwk);
jwt.verify(token, pem, { algorithms: ['RS256'] }, function(err, decodedToken) {
});

クレームを検証する

JWT クレームを検証する

1. トークンの有効期限が切れていないことを確認します。
2. ID トークンの aud クレームとアクセストークンの client_id クレームは、Amazon Cognito ユー

ザープールで作成されたアプリクライアント ID と一致する必要があります。
3. 発行者 (iss) のクレームは、ユーザープールと一致する必要があります。例えば、us-east-1 リー

ジョンで作成されたユーザープールには、以下の iss 値があります。

https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com/<userpoolID>.
4. token_use クレームをチェックします。

• Web API オペレーションでアクセストークンのみを受け入れている場合は、その値を access にす
る必要があります。

• ID トークンのみを使用している場合、その値は id にする必要があります。
• ID とアクセストークンのいずれも使用している場合、token_use クレームは、id または access

になります。
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これで、トークン内のクレームを信頼できるようになりました。

キャッシュトークン
新しい JSON Web トークン (JWT) を取得するたびに、アプリは次のいずれかのリクエストを正常に完了
する必要があります。

• トークンエンドポイント (p. 587) からクライアント認証情報または認証コードの付与をリクエストす
る。

• ホストされている UI から暗黙的付与をリクエストする。
• InitiateAuth のような Amazon Cognito API リクエストでネイティブユーザーを認証する。

トークンの有効期限が分単位、時間単位、または日単位になるようにユーザープールを設定できます。ア
プリのパフォーマンスと可用性を確保するには、有効期限が切れるまで Amazon Cognito トークンを使用
してから、新しいトークンを取得してください。アプリ用に構築したキャッシュソリューションはトーク
ンを利用可能な状態に保ち、リクエストレートが高すぎる場合に Amazon Cognito がリクエストを拒否す
るのを防ぎます。クライアント側のアプリは、トークンをメモリキャッシュに保存する必要があります。
サーバー側アプリでは、暗号化されたキャッシュメカニズムを追加してトークンを保存できます。

ユーザープールがユーザーまたはマシンツーマシンのアクティビティを大量に生成する場合、Amazon 
Cognito が設定したトークンをリクエストできる数の制限に遭遇する可能性があります。Amazon Cognito 
エンドポイントへのリクエスト数を減らすには、認証データを安全に保存して再利用するか、エクスポネ
ンシャルバックオフと再試行を実装することができます。

認証データは 2 つのクラスのエンドポイントから取得されます。Amazon Cognito OAuth 2.0 エンドポイン
トには、クライアントの認証情報とホストされた UI 認証コードのリクエストを処理するトークンエンドポ
イントが含まれています。サービスエンドポイントは、InitiateAuth や RespondToAuthChallenge
のようなネイティブ API リクエストに応答します。各タイプのリクエストには独自の制限があります。制
限事項の詳細については、「Amazon Cognito のクォータ (p. 566)」を参照してください。

Amazon API Gateway によるマシンツーマシンアクセストークン
のキャッシュ
API Gateway トークンキャッシュを使用すると、Amazon Cognito OAuth エンドポイントのデフォルトの
リクエストレートクォータを超えるイベントに応じてアプリをスケールさせることができます。

アクセストークンをキャッシュして、キャッシュされたトークンの有効期限が切れた場合にのみ、アプリ
が新しいアクセストークンをリクエストするようにできます。それ以外の場合、キャッシュエンドポイン
トはキャッシュからトークンを返します。これにより、Amazon Cognito API エンドポイントへの追加呼び
出しを防ぐことができます。Amazon API Gateway を トークンエンドポイント (p. 587) へのプロキシと
して使用する場合、API はリクエストクォータに影響するリクエストの大半に応答し、レート制限による
リクエストの失敗を防ぎます。

次の API Gateway ベースのソリューションでは、トークンキャッシュの低レイテンシー、ローコード、
ノーコード実装が提供されます。API Gateway API は転送中に暗号化され、オプションで保存時にも暗号
化されます。API Gateway キャッシュは、OAuth 2.0 クライアント認証付与に最適で、マシンツーマシン
セッションとマイクロサービスセッションを承認するためのアクセストークンを生成し、頻繁かつ大量に
付与します。トラフィックの急増などにより、マイクロサービスが水平方向に拡張されると、多くのシス
テムが同じクライアント認証情報を使用し、ユーザープールまたはアプリクライアントの AWS リクエス
トレート制限を超えるボリュームになることがあります。このようなシナリオでは、アプリの可用性と低
レイテンシーを維持するために、キャッシュソリューションがベストプラクティスです。

このソリューションでは、API にキャッシュを定義して、アプリでリクエストする OAuth スコープとアプ
リクライアントの組み合わせごとに個別のアクセストークンを保存します。アプリがキャッシュキーと一
致するリクエストを行うと、API はキャッシュキーと一致する最初のリクエストに対して Amazon Cognito 
が発行したアクセストークンを返します。キャッシュキーの有効期限が切れると、API はリクエストを
トークンエンドポイントに転送し、新しいアクセストークンをキャッシュします。
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Note

キャッシュキーの有効期間は、アプリクライアントのアクセストークン有効期間よりも短くする
必要があります。

キャッシュキーは、scope URL パラメータでリクエストした OAuth スコープとリクエストの
Authorization ヘッダーの組み合わせです。Authorization ヘッダーには、アプリのクライアント 
ID とクライアントシークレットが含まれます。このソリューションを実装するために、アプリに追加のロ
ジックを実装する必要はありません。ユーザープールトークンエンドポイントへのパスを変更するには、
設定を更新するだけで済みます。

トークンキャッシュは、ElastiCache for Redis で実装することもできます。AWS Identity and Access 
Management (IAM) ポリシーによるきめ細かなコントロールが必要な場合は、Amazon DynamoDB キャッ
シュをご検討ください。

Note

API Gateway でのキャッシュには追加料金がかかります。詳細については、料金表を参照してく
ださい。

API Gateway でキャッシュプロキシをセットアップする方法

1. API Gateway コンソールを開き、REST API を作成します。
2. [Resources] (リソース) で、POST メソッドを作成します。

a. HTTP [Integration type] (統合タイプ) を選択してください。
b. [Use HTTP proxy integration] (HTTP プロキシ統合の使用) を選択します。
c. https://<your user pool domain>/oauth2/token の [Endpoint URL] (エンドポイント 

URL) を入力します。
3. [Resources] (リソース) で、キャッシュキーを設定します。

a. POST メソッドの [Method request] (メソッドリクエスト) を編集します。
b. scope パラメータと Authorization ヘッダーをキャッシュキーとして設定します。

i. クエリ文字列を [URL query string parameters] (URL クエリ文字列パラメータ) に追加
し、scope 文字列の [Caching] (キャッシュ) を選択します。

ii. [HTTP request headers] (HTTP リクエストヘッダー) にヘッダーを追加し、Authorization
ヘッダーの [Caching] (キャッシュ) を選択します。

4. [Stages] (ステージ) で、キャッシュを設定します。

a. 変更するステージを選択します。
b. [Settings] (設定) で、[Enable API cache] (API キャッシュを有効にする) を選択します。
c. [Cache capacity] (キャッシュ容量) を選択します。
d. [Cache time-to-live (TTL)] (キャッシュ期限 (TTL)) は少なくとも 3600 秒を選択します。
e. [Require authorization] (認証が必要) チェックボックスをオフにします。

5. [Stages] (ステージ) で、[Invoke URL] (URL を呼び出す) に注目します。
6. ユーザープールの /oauth2/token エンドポイントの代わりに、API の Invoke URL (URL を呼び出

す) にトークンリクエストを POST するようにアプリを更新します。

ユーザープール認証に成功した後のリソースへのア
クセス

アプリユーザーは、ユーザープール経由で直接サインインする、またはサードパーティー
の ID プロバイダー (IdP) 経由でフェデレートすることができます。ユーザープール
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は、Facebook、Google、Amazon、Apple 経由のソーシャルサインイン、および OpenID Connect (OIDC) 
と SAML IdP から返されるトークンの処理のオーバーヘッドを管理します。詳細については、「ユーザー
プールでのトークンの使用 (p. 214)」を参照してください。

認証が正常に行われると、アプリケーションが Amazon Cognito からユーザープールトークンを受け取
ります。これらのトークンは、アプリケーションが AWS のその他サービスにアクセスできるようにする 
AWS 認証情報の取得に使用できる他、サーバー側のリソースや Amazon API Gateway へのアクセスを制
御するために使用することも可能です。

詳細については、「ユーザープール認証フロー (p. 32)」および「ユーザープールでのトークンの使
用 (p. 214)」を参照してください。

トピック
• サインイン後にサーバー側のリソースにアクセスする (p. 8)
• サインイン後の API Gateway と Lambda を使用したリソースへのアクセス (p. 230)
• サインイン後に ID プールを使用して AWS サービスへアクセスする (p. 230)

サインイン後にサーバー側のリソースにアクセスする
認証が正常に行われると、ウェブまたはモバイルアプリが Amazon Cognito からユーザープールトークン
を受け取ります。サーバー側のリソースへのアクセスを制御するには、これらのトークンを使用します。
また、ユーザープールグループを作成して許可を管理したり、異なるタイプのユーザーを表したりする
こともできます。グループを使用して、リソースをアクセス制御する方法の詳細については、「ユーザー
プールにグループを追加する (p. 186)」を参照してください。

ユーザープールのドメインを設定すると、Amazon Cognito が、アプリにサインアップおよびサインイン
ページを追加できるようにする Hosted Web UI をプロビジョニングします。この OAuth 2.0 認証基盤を使
用すると、独自のリソースサーバーを作成して、ユーザーは、保護されたリソースにアクセスできるよう
になります。詳細については、「ユーザープールのリソースサーバーを定義する (p. 77)」を参照してく
ださい。

ユーザープール認証の詳細については、「ユーザープール認証フロー (p. 32)」および「ユーザープール
でのトークンの使用 (p. 214)」を参照してください。
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サインイン後の API Gateway と Lambda を使用した
リソースへのアクセス
ユーザーが API Gateway 経由で API にアクセスできるようにすることが可能です。API Gateway は、正
常に行われたユーザープール認証からのトークンを検証し、これらのトークンを Lambda 関数などのリ
ソース、または独自の API へのアクセス権をユーザーに付与するために使用します。

ユーザープール内のグループは、グループメンバーシップを IAM ロールにマップすることによって、API 
Gateway で許可を制御するために使用できます。ユーザーがメンバーであるグループは、ウェブまた
はモバイルアプリのユーザーがサインインするときにユーザープールによって提供される ID トークン
に含まれています。ユーザープールグループの詳細については、「ユーザープールにグループを追加す
る (p. 186)」を参照してください。

Amazon Cognito オーソライザーの Lambda 関数による検証のために、API Gateway へのリクエストで
ユーザープールトークンを送信することができます。API Gateway の詳細については、「Amazon Cognito 
ユーザープールをオーソライザーとして使用して REST API へのアクセスを制御する」を参照してくださ
い。

サインイン後に ID プールを使用して AWS サービス
へアクセスする
ユーザーがユーザープールを使用してサインインし、その後 ID プールを使用して AWS のサービスにアク
セスできるようにすることが可能です。

認証が正常に行われると、ウェブまたはモバイルアプリが Amazon Cognito からユーザープールトークン
を受け取ります。これらのトークンを使用して、アプリケーションが AWS のその他サービスにアクセス
できるようにする AWS 認証情報を取得できます。詳細については、「Amazon Cognito ID プール (フェデ
レーティッド ID) の使用開始方法 (p. 311)」を参照してください。
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AWS リソースへのアクセスを制御するための ID プールとユーザープールグループの併用の詳細につい
ては、「ユーザープールにグループを追加する (p. 186)」および「ロールベースアクセスコントロー
ル (p. 336)」を参照してください。また、ID プールと ID プールの概念 (フェデレーティッドアイデン
ティティ)  (p. 318) の詳細については、「AWS Identity and Access Management」を参照してくださ
い。

AWS Management Console を使用したユーザープールのセット
アップ
Amazon Cognito ユーザープールを作成し、クライアントアプリごとに [User Pool ID] (ユーザープール ID) 
と [App Client ID] (アプリクライアント ID) をメモしておきます。ユーザープール作成の詳細については、
「ユーザープールの開始方法。 (p. 20)」を参照してください。

AWS Management Console を使用した ID プールのセットアップ
次の手順で、AWS Management Consoleを使用して ID プールを 1 つ以上のユーザープールおよびクライ
アントアプリに統合する方法を説明します。

ID プールを設定するには

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力しま
す。

2. [Federated identities] (フェデレーティッドアイデンティティ) を選択します。
3. プロバイダーとしてAmazon Cognito ユーザープールを有効にする ID プールの名前を選択します。
4. [ダッシュボード] ページで、[ID プールの編集] を選択します。
5. [Authentication providers] セクションを展開します。
6. Cognitoを選択します。
7. [User Pool ID] (ユーザープール ID) を入力します。
8. [App Client ID] (アプリケーションクライアント ID) を入力します。これは、コンソールの [User 

Pools] (ユーザープール) セクションでアプリケーションを作成したときに受け取ったものと同じクラ
イアントアプリケーション ID である必要があります。
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9. 追加のアプリケーションまたはユーザープールがある場合は、[Add Another Provider] (別のプロバイ
ダーの追加) を選択し、各ユーザープールのアプリケーションごとに [User Pool ID] (ユーザープール 
ID) および [App Client ID] (アプリケーションクライアント ID) に入力します。

10. 追加するアプリまたはユーザープールがなくなった場合は、[変更の保存] を選択します。成功する
と、「変更は正常に保存されました」というメッセージが [Dashboard] (ダッシュボード) ページに表
示されます。

ユーザープールを ID プールと統合する
アプリユーザーが認証されると、認証情報プロバイダーのログインマップにユーザーのアイデンティティ
トークンを追加します。プロバイダー名は、Amazon Cognito ユーザープール ID に応じて異なります。次
の構造になります。

cognito-idp.<region>.amazonaws.com/<YOUR_USER_POOL_ID>

<region> の値は、[ユーザープール ID] のリージョンと同じになります。例えば、cognito-idp.us-
east-1.amazonaws.com/us-east-1_123456789 です。

JavaScript

var cognitoUser = userPool.getCurrentUser();

if (cognitoUser != null) { 
 cognitoUser.getSession(function(err, result) { 
  if (result) { 
   console.log('You are now logged in.'); 

   // Add the User's Id Token to the Cognito credentials login map. 
   AWS.config.credentials = new AWS.CognitoIdentityCredentials({ 
    IdentityPoolId: 'YOUR_IDENTITY_POOL_ID', 
    Logins: { 
     'cognito-idp.<region>.amazonaws.com/<YOUR_USER_POOL_ID>': 
 result.getIdToken().getJwtToken() 
    } 
   }); 
  } 
 });
}

Android

cognitoUser.getSessionInBackground(new AuthenticationHandler() { 
 @Override 
 public void onSuccess(CognitoUserSession session) { 
  String idToken = session.getIdToken().getJWTToken(); 

  Map<String, String> logins = new HashMap<String, String>(); 
  logins.put("cognito-idp.<region>.amazonaws.com/<YOUR_USER_POOL_ID>", 
 session.getIdToken().getJWTToken()); 
  credentialsProvider.setLogins(logins); 
 }

});

iOS - objective-C

AWSServiceConfiguration *serviceConfiguration = [[AWSServiceConfiguration alloc] 
 initWithRegion:AWSRegionUSEast1 credentialsProvider:nil];
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AWSCognitoIdentityUserPoolConfiguration *userPoolConfiguration = 
 [[AWSCognitoIdentityUserPoolConfiguration alloc] initWithClientId:@"YOUR_CLIENT_ID"  
 clientSecret:@"YOUR_CLIENT_SECRET" poolId:@"YOUR_USER_POOL_ID"];
[AWSCognitoIdentityUserPool 
 registerCognitoIdentityUserPoolWithConfiguration:serviceConfiguration 
 userPoolConfiguration:userPoolConfiguration forKey:@"UserPool"];
AWSCognitoIdentityUserPool *pool = [AWSCognitoIdentityUserPool 
 CognitoIdentityUserPoolForKey:@"UserPool"];
AWSCognitoCredentialsProvider *credentialsProvider = [[AWSCognitoCredentialsProvider 
 alloc] initWithRegionType:AWSRegionUSEast1 identityPoolId:@"YOUR_IDENTITY_POOL_ID" 
 identityProviderManager:pool];

iOS - swift

let serviceConfiguration = AWSServiceConfiguration(region: .USEast1, 
 credentialsProvider: nil)
let userPoolConfiguration = AWSCognitoIdentityUserPoolConfiguration(clientId: 
 "YOUR_CLIENT_ID", clientSecret: "YOUR_CLIENT_SECRET", poolId: "YOUR_USER_POOL_ID")
AWSCognitoIdentityUserPool.registerCognitoIdentityUserPoolWithConfiguration(serviceConfiguration, 
 userPoolConfiguration: userPoolConfiguration, forKey: "UserPool")
let pool = AWSCognitoIdentityUserPool(forKey: "UserPool")
let credentialsProvider = AWSCognitoCredentialsProvider(regionType: .USEast1, 
 identityPoolId: "YOUR_IDENTITY_POOL_ID", identityProviderManager:pool)

Amazon Cognito ユーザープールのセキュリティ機
能を使用する

多要素認証 (MFA) をユーザープールに追加して、ユーザーの ID を保護することができます。MFA は、
ユーザープールがユーザー名とパスワードのみに依存しないように 2 番目の認証要素を追加します。ユー
ザーにサインインする際の第 2 の要素として、SMS テキストメッセージまたは時間ベースのワンタイム
パスワード (TOTP) を使用することができます。リスクベースのモデルでアダプティブ認証を使用して、
別の認証要素が必要なときを予測することもできます。ユーザープールアドバンストセキュリティ機能に
は、アダプティブ認証および侵害された認証情報に対する保護が含まれます。

トピック
• ユーザープールに MFA を追加します (p. 233)
• ユーザープールにアドバンストセキュリティを追加する (p. 241)
• AWS WAF ウェブ ACL をユーザープールに関連付ける (p. 252)
• ユーザープールの大文字と小文字の区別 (p. 255)
• ユーザー存在エラー応答の管理 (p. 256)

ユーザープールに MFA を追加します
多要素認証 (MFA) により、アプリのセキュリティが向上します。これは、ユーザー名とパスワードとい
う知っていることの認証要素に、持っていることの認証要素を追加するものです。ユーザーにサインイン
するときの 2 番目の要素としては、SMS テキストメッセージまたは時間ベースのワンタイムパスワード 
(TOTP) を選択することができます。

Note

新しいユーザーがアプリに初めてサインインするときに、Amazon Cognito は OAuth 2.0 トーク
ンを発行します。これは、ユーザープールに MFA が必要な場合でも同様です。ユーザーが初めて
サインインするときの 2 番目の認証要因は、Amazon Cognito が送信する検証メッセージの確認
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です。ユーザープールに MFA が必要な場合、Amazon Cognito は、最初のログイン試行後の各サ
インイン試行で使用する追加のサインイン係数を登録するようユーザーに要求します。

アダプティブ認証では、リスクレベルの上昇に対応して、2 番目の要素認証を要求するようにユーザー
プールを設定できます。アダプティブ認証をユーザープールに追加するには、「ユーザープールにアドバ
ンストセキュリティを追加する (p. 241)」を参照してください。

ユーザープールの MFA が required に設定されている場合は、すべてのユーザーはサインインするため
に MFA を完了する必要があります。サインインするためには、各ユーザーには、少なくとも 1 つの MFA 
要素 (SMS や TOTP のセットアップなど) が必要です。MFA を required に設定した場合は、ユーザー
プールがサインインを許可するように、ユーザーオンボーディングに MFA セットアップを含める必要が
あります。

SMS を MFA 要素として有効化する場合は、ユーザーに電話番号の提供を求め、それらの検証をサイン
アップ時に行うことができます。MFA を required に設定し、要素として SMS のみをサポートする場合
は、ユーザーに電話番号が必要になります。電話番号がないユーザーは、サインインする前に、プロファ
イルに電話番号を追加するためのサポートが必要です。SMS MFA には、未検証の電話番号を使用できま
す。これらの数字は、MFA が成功した後、検証済みステータスを受け取ります。

MFA を required に設定し、サポートされている検証方法として SMS と TOTP を有効化した場
合、Amazon Cognito は電話番号のない新規ユーザーに TOTP MFA を設定するよう促します。MFA を
required に設定し、有効化した唯一の MFA メソッドが TOTP の場合、Amazon Cognito は、2 回目
のサインイン時に、すべての新規ユーザーに TOTP MFA を設定するように促します。Amazon Cognito 
は、InitiateAuth および AdminInitiateAuth API オペレーションに応じて、TOTP MFA を設定するチャレン
ジを生成します。

トピック
• 前提条件 (p. 234)
• 多要素認証の設定 (p. 234)
• SMS テキストメッセージ MFA (p. 235)
• TOTP ソフトウェアトークン MFA (p. 236)

前提条件
MFA を設定する前に、次の点を考慮します。

• レガシー Amazon Cognito コンソールでは、MFA を [Required] (必須) として選択できるのは、ユーザー
プールを初めて作成する場合のみです。既存のユーザープールで MFA をrequired に設定するには、
新しいコンソールに切り替えるか、SetUserPoolMfaConfig API 操作を使用します。

• ユーザープールで MFA を有効化し、SMS テキストメッセージを第 2 要素として選択する場合
は、Amazon Cognito で検証していない電話番号属性に SMS メッセージを送信できます。ユーザーが 
SMS MFA を完了すると、Amazon Cognito は、phone_number_verified 属性 を true に設定しま
す。

• アカウントが、ユーザープールの Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) リソースを含む 
AWS リージョン の SMS サンドボックスにある場合は、SMS メッセージを送信する前に、Amazon 
SNS で電話番号を確認する必要があります。詳細については、「Amazon Cognito ユーザープール用の 
SMS メッセージ設定 (p. 210)」を参照してください。

• アドバンストセキュリティ機能には MFA が有効化され、Amazon Cognito ユーザープールコンソールで
オプションとして設定されている必要があります。詳細については、「ユーザープールにアドバンスト
セキュリティを追加する (p. 241)」を参照してください。

多要素認証の設定
MFA は、Amazon Cognito コンソールで設定できます。
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Amazon Cognito コンソールで MFA を設定する

1. Amazon Cognito コンソールにサインインします。
2. [User Pools] (ユーザープール) を選択します。
3. リストから既存のユーザープールを選択するか、ユーザープールを作成します。
4. [Sign-in experience] (サインインエクスペリエンス) タブを選択します。[Multi-factor authentication]

(多要素認証) を探し、[Edit] (編集) を選択します。
5. ユーザープールで使用する [MFA enforcement] (MFA 強制実行) 方法を選択します。

a. MFA が必要。ユーザープール内のすべてのユーザーは、追加の SMS コードまたはタイムベース
ドワンタイムパスワード (TOTP) 要素でサインインする必要があります。

b. MFA のオプション - ユーザーに追加のサインイン要素を登録するオプションを与えても、MFA 
を設定していないユーザーにはサインインを許可することができます。アダプティブ認証を使
用している場合は、このオプションを選択してください。アダプティブ認証の詳細については、
「ユーザープールにアドバンストセキュリティを追加する (p. 241)」を参照してください。

c. MFA なし。ユーザーは、サインイン要素を追加登録することはできません。
6. アプリケーションでサポートする [MFA methods] (MFA メソッド) を選択します。2 番目の要素として

SMS メッセージまたは TOTP 生成認証システムアプリケーションを設定できます。アカウントの回
復が SMS メッセージを使用できるように、TOTP ベースの MFA を実装することをお勧めします。

7. 2 番目の要素として SMS テキストメッセージを使用していて、SMS メッセージ用の Amazon Simple 
Notification Service (Amazon SNS) で使用する IAM ロールを設定していない場合は、コンソールで作
成できます。ユーザープールの [Messaging] (メッセージング) タブで、[SMS] を見つけ、[Edit] (編集) 
を選択します。Amazon Cognito がユーザーに SMS メッセージを送信することを許可する既存のロー
ルを使用することもできます。詳細については、「IAM ロール」を参照してください。

8. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

SMS テキストメッセージ MFA
MFA が有効になった状態でユーザーがサインインするときは、最初にそのユーザー名とパスワードを入
力して送信します。クライアントのアプリケーションは、認証コードがどこに送信されたか示す getMFA
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応答を受信します。クライアントアプリは、コードがどこにあるか (コードが送信された電話番号など) を
ユーザーに示す必要があります。次に、コードを入力するためのフォームが提供されます。最後に、クラ
イアントアプリがコードを送信して、サインインプロセスを完了します。送信先はマスクされ、電話番号
の末尾 4 桁を除くすべてが非表示になります。アプリケーションが Amazon Cognito でホストされる UI を
使用している場合は、ユーザーが MFA コードを入力するためのページを表示します。

SMS テキストメッセージの認証コードは、アプリクライアントに設定された認証フローセッション持続期
間の間有効です。

[App clients and analytics] (アプリクライアントと分析) でアプリクライアントを変更するときに、[App 
integration] (アプリ統合) タブの Amazon Cognito コンソールで認証フローセッションの期間を設定しま
す。CreateUserPoolClient または UpdateUserPoolClient API リクエストで認証フローセッショ
ン持続期間を設定することも可能です。詳細については、「ユーザープール認証フロー (p. 32)」を参照
してください。

ユーザーが、SMS テキストメッセージの MFA コードが送られた自身のデバイスにアクセスできない場
合、カスタマーサービスのオフィスからのサポートをリクエストする必要があります。必要な AWS アカ
ウント のアクセス権限を持つ管理者はユーザーの電話番号を変更できますが、AWS CLI または API を経
由する必要があります。

ユーザーが SMS テキストメッセージ MFA フローで正常に処理されると、その電話番号も検証済みとして
マークされます。

Note

MFA の SMS は、個別に課金されます。(メールアドレスへの検証コードの送信には料金はか
かりません。) Amazon SNS の料金については、「Worldwide SMS Pricing」を参照してくださ
い。SMS メッセージを利用可能な国の最新のリストについては、「サポートされるリージョンと
国」を参照してください。

Important

電話番号の検証と SMS テキストメッセージ MFA のために SMS メッセージが送信されることを
確実するには、Amazon SNS の使用制限の引き上げをリクエストする必要があります。
Amazon Cognito は、ユーザーへの SMS メッセージの送信に Amazon SNS を使用しま
す。Amazon SNS が配信する SMS メッセージの数は、使用制限の対象になります。使用制限は 
AWS アカウント、および個々のメッセージに対して指定でき、制限は SMS メッセージを送信す
るコストのみに適用されます。
アカウントごとのデフォルトの使用制限 (指定しない場合) は、1.00 USD/月です。制限を引き上
げる場合は、AWS Support センターで SNS 制限の緩和ケースを送信します。[New limit value]
(新しい制限値) に、必要な月ごとの使用制限を入力します。[Use Case Description] (ユースケー
スの説明) フィールドで、月ごとの SMS 使用制限の引き上げをリクエストしていることを説明し
ます。

MFA をユーザープールに追加するには、「ユーザープールに MFA を追加します (p. 233)」を参照してく
ださい。

TOTP ソフトウェアトークン MFA
ユーザープールで TOTP ソフトウェアトークン MFA を設定すると、ユーザーはユーザー名とパスワード
でサインインし、TOTP を使用して認証を完了します。ユーザーがユーザー名とパスワードを設定して検
証した後、MFA の TOTP ソフトウェアトークンを有効化できます。アプリケーションでユーザーのサイン
インに Amazon Cognito でホストされた UI を使用する場合は、ユーザーはユーザー名とパスワードを送信
し、追加のサインインページで TOTP パスワードを送信します。

ユーザープールの TOTP MFA は、Amazon Cognito コンソールでアクティブ化すること
も、Amazon Cognito API オペレーションを使用してもかまいません。ユーザープールレベルで
は、SetUserPoolMfaConfig を呼び出すことで、MFA を設定して TOTP MFA を有効化できます。
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Note

TOTP ソフトウェアトークン MFA がユーザープールに対して有効になっていない場合
は、Amazon Cognito で、ユーザーをトークンに関連付けたり、トークンで検証することがで
きません。この場合、ユーザーはSoftwareTokenMFANotFoundException説明による例
外Software Token MFA has not been enabled by the userPoolを受診します。ソフ
トウェアトークン MFA が後にユーザープールに対して非アクティブ化された場合、以前に TOTP 
トークンを関連付けて検証したユーザーは、引き続き MFA で使用することができます。

ユーザーの TOTP の設定には複数のステップが伴います。ユーザーはシークレットコードを受け取り、ワ
ンタイムパスワードを入力して、このコードを検証します。次に、ユーザーの TOTP MFA を有効にする
か、ユーザーの優先 MFA メソッドとして TOTP を設定することができます。

TOTP MFA を要求するようにユーザープールを設定し、ユーザーがホストされた UI でアプリにサイン
アップすると、Amazon Cognito はユーザープロセスを自動化します。Amazon Cognito は、ユーザーに 
MFA メソッドの選択を促し、認証アプリを設定するための QR コードを表示し、MFA 登録を確認しま
す。ユーザーが SMS と TOTP MFA のどちらかを選択できるようにしたユーザープールでは、Amazon 
Cognito もユーザーに選択肢を提示します。ホストされた UI サインアップのエクスペリエンスについて詳
しくは、「Amazon Cognito でホストされた UI での新規アカウントのサインアップの方法 (p. 67)」を
参照してください。

Important

AWS WAF ウェブ ACL がユーザープールに関連付けられていて、ウェブ ACL 内のルールが 
CAPTCHA を提示した場合、ホストされた UI TOTP 登録で回復不能なエラーが発生する可能性
があります。CAPTCHA アクションを含み、ホストされた UI TOTP には影響しないルールを作成
するには、「ホストされた UI TOTP MFA 用に AWS WAF ウェブ ACL を設定する (p. 239)」を
参照してください。AWS WAF ウェブ ACL と Amazon Cognito の詳細については、「AWS WAF 
ウェブ ACL をユーザープールに関連付ける (p. 252)」を参照してください。

Amazon Cognito API を使用するカスタム UI で TOTP MFA を実装するには、「Amazon Cognito ネイティ
ブ API でユーザーの MFA を設定する (p. 238)」を参照してください。

MFA をユーザープールに追加するには、「ユーザープールに MFA を追加します (p. 233)」を参照してく
ださい。

TOTP MFA 考慮事項と制約事項

1. Amazon Cognito は、TOTP コードを生成する認証システムアプリケーションを介してソフトウェア
トークン MFA をサポートします。Amazon Cognito はハードウェアベースの MFA をサポートしていま
せん。

2. TOTP を設定していないユーザーに対してユーザープールが TOTP を必要とする場合、ユーザーはワン
タイムアクセストークンを受け取り、アプリはそれを使ってユーザーの TOTP MFA を有効化すること
ができます。後続のサインイン試行は、ユーザーが追加の TOTP サインイン要素を登録するまで失敗し
ます。
• SignUp API オペレーションまたはホストされた UI を介してユーザープールにサインアップしたユー

ザーが、サインアップを完了すると 1 回限りのトークンを受け取ります。
• ユーザーを作成し、ユーザーが初期パスワードを設定すると、Amazon Cognito はホストされた UI か

らユーザーに 1 回限りのトークンを発行します。ユーザーに永続的なパスワードを設定すると、ユー
ザーが最初にサインインしたときに Amazon Cognito が 1 回限りのトークンを発行します。

• Amazon Cognito は、InitiateAuth または AdminInitiateAuth API オペレーションでサインインする管理
者が作成したユーザーには 1 回限りのトークンを発行しません。ユーザーが初期パスワードの設定の
チャレンジに成功した後、またはユーザーに永続的なパスワードを設定すると、Amazon Cognito は
すぐに MFA の設定をユーザーに要求します。

3. MFA を必要とするユーザープール内のユーザーがワンタイムアクセストークンをすでに受け取ってい
ても TOTP MFA を設定していない場合、ユーザーは MFA を設定するまでホストされた UI でサインイ
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ンできません。アクセストークンの代わりに、InitiateAuth または AdminInitiateAuth への MFA_SETUP
チャレンジからの session 応答値を AssociateSoftwareToken リクエストで使用することができます。

4. ユーザーが TOTP を設定した場合は、TOTP が後でユーザープールに対して無効にされた場合でも、そ
の TOTP を MFA に使用できます。

Amazon Cognito ネイティブ API でユーザーの MFA を設定する

ユーザーが最初にサインインすると、アプリはワンタイムアクセストークンを使用して TOTP プライベー
トキーを生成し、テキスト形式または QR コード形式でユーザーに提示します。ユーザーは認証システム
アプリケーションを設定し、その後のサインイン試行の TOTP を提供します。アプリまたはホストされた 
UI は、MFA チャレンジレスポンスで TOTP を Amazon Cognito に提示します。

トピック
• TOTP ソフトウェアトークンを関連付ける (p. 238)
• TOTP トークンを検証 (p. 238)
• TOTP MFA でのサインイン (p. 239)
• TOTP トークンを削除 (p. 239)

TOTP ソフトウェアトークンを関連付ける

TOTP トークンを関連付けるには、ワンタイムパスワードで検証する必要のあるシークレットコードを
ユーザーに送信する必要があります。トークンの関連付けには 3 つのステップが必要です。

1. ユーザーが TOTP ソフトウェアトークン MFA を選択したら、AssociateSoftwareToken を
呼び出して、一意に生成された共有シークレットキーコードをユーザーアカウントに返しま
す。AssociateSoftwareToken は、アクセストークンまたはセッション文字列を使用して承認できます。

2. アプリは、プライベートキーまたはプライベートキーから生成した QR コードをユーザーに提示し
ます。ユーザーは、キーを Google Authenticator などの TOTP 生成アプリに入力する必要がありま
す。libqrencode を使用して、QR コードを生成できます。

3. ユーザーがキーを入力するか、Google Authenticator などの認証システムアプリケーションに QR コー
ドをスキャンすると、アプリがコードの生成を開始します。

TOTP トークンを検証

次に、TOTP トークンを検証します。以下のように、ユーザーからサンプルコードをリクエスト
し、Amazon Cognito サービスに提供して、ユーザーが TOTP コードを正常に生成していることを確認し
ます。

1. アプリは、ユーザーが認証システムアプリケーションを適切に設定したことを示すコードの入力をユー
ザーに促します。

2. ユーザーの認証システムアプリケーションは、一時的なパスワードを表示します。認証システムアプリ
ケーションは、ユーザーに与えたシークレットキーに基づいてパスワードを作成します。

3. ユーザーは一時パスワードを入力します。アプリは、VerifySoftwareToken API リクエストで一時
パスワードを Amazon Cognito に渡します。

4. Amazon Cognito は、ユーザーに関連付けられたシークレットキーを保持し、TOTP を生成し、ユー
ザーが指定したシークレットキーと比較します。一致した場合は、VerifySoftwareToken は
SUCCESS レスポンスを返します。

5. Amazon Cognito は TOTP 要素をユーザーに関連付けます。
6. VerifySoftwareToken オペレーションが ERROR レスポンスを返した場合は、ユーザーのクロックが

正しいこと、およびリトライの最大回数を超えていないことを確認します。Amazon Cognito は、試行
の前後 30 秒以内の TOTP トークンを受け入れ、マイナークロックスキューを考慮します。問題が解決
したら、VerifySoftwareToken オペレーションをもう一度試してください。
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TOTP MFA でのサインイン

この時点で、ユーザーは時間ベースのワンタイムパスワードを使用したサインインを行います。以下はそ
の手順です。

1. ユーザーはユーザー名とパスワードを入力してクライアントアプリにサインインします。
2. TOTP MFA チャレンジが呼び出され、アプリが一時パスワードを入力するプロンプトをユーザーに表示

します。
3. ユーザーは、関連付けられた TOTP 生成アプリから一時パスワードを取得します。
4. ユーザーが TOTP コードをクライアントアプリに入力します。アプリは、コードを検証するよう 

Amazon Cognito サービスに通知します。サインインごとに、RespondToAuthChallenge を呼び出して
新しい TOTP 認証チャレンジに対するレスポンスを取得する必要があります。

5. Amazon Cognito によってトークンが検証されると、サインインが成功し、ユーザーは認証フローを続
行します。

TOTP トークンを削除

最後に、アプリが TOTP トークンの削除をユーザーに許可する必要があります。

1. クライアントアプリが、ユーザーにパスワードを入力するように要求します。
2. パスワードが正しい場合は、TOTP トークンを削除します。

Note

現在、ユーザーの TOTP ソフトウェアトークンを削除することはできません。ユーザーのソフ
トウェアトークンを置き換えるには、新しいソフトウェアトークンを関連付けて検証します。
ユーザーの TOTP MFA を無効にするには、SetUserMFAPreference を呼び出して、MFA を使
用しないか、SMS MFA のみを使用するようにユーザーを変更します。

ホストされた UI TOTP MFA 用に AWS WAF ウェブ ACL を設定する

AWS WAF ウェブ ACL がユーザープールに関連付けられていて、ウェブ ACL 内のルールが CAPTCHA 
を提示した場合、ホストされた UI TOTP 登録で回復不能なエラーが発生する可能性があります。AWS 
WAFCAPTCHA ルールはこのようにホストされた UI の TOTP MFA にのみ影響します。SMS MFA は影響
を受けません。

CAPTCHA ルールにより、ユーザーが TOTP MFA の設定を完了できない場合、Amazon Cognito は次のエ
ラーを表示します。

Request not allowed due to WAF captcha. (WAF captcha によりリクエストは許可されていません。)

このエラーは、ユーザープールがバックグラウンドで行う AssociateSoftwareToken と
VerifySoftwareToken API リクエストに対する応答として AWS WAF が CAPTCHA の入力を求める場合に
発生します。CAPTCHA アクションを含む、ホストされた UI TOTP に影響しないルールを作成するには、
ルール内の CAPTCHA アクションから AssociateSoftwareToken と VerifySoftwareToken の x-
amzn-cognito-operation-name のヘッダー値を除外します。

次のスクリーンショットは、x-amzn-cognito-operation-name のヘッダー値が
AssociateSoftwareToken または VerifySoftwareToken でないすべてのリクエストに CAPTCHA 
アクションを適用する AWS WAF ルールの例を示しています。
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AWS WAF ウェブ ACL と Amazon Cognito の詳細については、「AWS WAF ウェブ ACL をユーザープー
ルに関連付ける (p. 252)」を参照してください。
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ユーザープールにアドバンストセキュリティを追加す
る
ユーザープールを作成すると、Amazon Cognito コンソールのナビゲーションバーの [Advanced security]
(アドバンストセキュリティ) にアクセスできるようになります。ユーザープールのアドバンストセキュリ
ティ機能をオンにし、さまざまなリスクに対応して実行されるアクションをカスタマイズすることができ
ます。また、監査モードを使用して、セキュリティ緩和策を適用せずに、検出されたリスクに関するメト
リクスを収集できます。監査モードでは、アドバンストセキュリティ機能が Amazon CloudWatch にメト
リクスをパブリッシュします。「アドバンストセキュリティのメトリクスの表示 (p. 249)」を参照してく
ださい。

トピック
• 考慮事項と制約事項 (p. 241)
• 前提条件 (p. 241)
• アドバンストセキュリティ機能を設定する (p. 242)
• 侵害された認証情報の確認 (p. 243)
• アダプティブ認証の使用 (p. 244)
• アドバンストセキュリティのメトリクスの表示 (p. 249)
• アプリからユーザープールのアドバンストセキュリティを有効化する (p. 251)

考慮事項と制約事項
• Amazon Cognito のアドバンストセキュリティ機能には追加料金が適用されます。Amazon Cognito の料

金ページを参照してください。
• Amazon Cognito は、以下の標準の認証フロー
USER_PASSWORD_AUTH、ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH、USER_SRP_AUTH、および
ADMIN_USER_SRP_AUTH を使用してアドバンストセキュリティ機能をサポートします。CUSTOM_AUTH
フローと カスタム認証チャレンジの Lambda トリガー (p. 136)、またはフェデレーションサインイン
でアドバンストセキュリティ機能を使用することはできません。

• 完全な機能モードでの Amazon Cognito のアドバンストセキュリティ機能を使用して、IP アドレス 常に
ブロック および 常に許可 例外を作成することができます。常にブロック 例外リストの IP アドレスから
のセッションは、アダプティブ認証によってリスクレベルが割り当てられておらず、ユーザープールに
サインインできません。

• ユーザープールの 常にブロック 例外リストの IP アドレスからのブロックされたリクエストは、ユー
ザープールのリクエストレートクォータ に貢献します。Amazon Cognito のアドバンスドセキュリティ
機能は、分散型サービス妨害 (DDoS) 攻撃を防ぐものではありません。Amazon Cognito エンドポイント
への不要なトラフィックを防ぐ方法については、AWS セキュリティブログの「Amazon CloudFront プ
ロキシを使用した Amazon Cognito のパブリッククライアントの保護」をご覧ください。

前提条件
開始するには、以下が必要です。

• アプリクライアントを持つユーザープール。詳細については、「ユーザープールの開始方
法。 (p. 20)」を参照してください。

• Amazon Cognito コンソールで多要素認証 (MFA) を [Optional] (オプション) に設定して、リスクに
基づくアダプティブ認証機能を使用する。詳細については、「ユーザープールに MFA を追加しま
す (p. 233)」を参照してください。

• 通知に E メールを使用している場合は、Amazon SES コンソールに移動して、通知 E メールで使用
する E メールアドレスまたはドメインの設定と検証を実行します。Amazon SES の詳細については、
「Amazon SES での ID の検証」を参照してください。
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アドバンストセキュリティ機能を設定する
Amazon Cognito のアドバンストセキュリティ機能は、AWS Management Console で設定できます。

ユーザープールにアドバンストセキュリティを設定するには

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力しま
す。

2. [User Pools] (ユーザープール) を選択します。
3. リストから既存のユーザープールを選択するか、ユーザープールを作成します。
4. [App integration] (アプリケーションの統合) タブを選択します。アドバンストセキュリティを探

し、[Enable] (有効) を選択します。アドバンスセキュリティを既に有効にしている場合は、[Edit] (編
集) を選択します。

5. [Full function] (完全な機能) を選択して、侵害されたクレデンシャルとアダプティブ認証に対する高度
なセキュリティレスポンスを設定します。[Audit only] (監査のみ) を選択して情報を収集し、ユーザー
プールのデータを CloudWatch に送信します。アドバンストセキュリティ料金は、[Audit only] (監査
のみ) および [Full function] (完全な機能) モードの両方で適用されます。詳細については、「Amazon 
Cognito の料金」を参照してください。

アクションを有効にする前に、2 週間、アドバンストセキュリティ機能を監査モードにしておくこと
をお勧めします。この間、Amazon Cognito がユーザーアプリの使用パターンを学習できるようにな
ります。

6. [Audit only] (監査のみ) を選択した場合、[Save changes] (変更の保存) を選択してください。[Full 
function] (完全な機能) を選択した場合:

a. 侵害された認証情報への応答は、 [Custom] (カスタム) アクションの実行または使用、または
[Cognito defaults] (Cognito デフォルト) を選択します。Cognito デフォルトでは、

i. サインイン,サインアップ, およびパスワードの変更時に、侵害された認証情報を検出しま
す。

ii. 侵害された認証情報は、[Block sign-in] (サインインをブロックする) で応答します。
b. [Compromised credentials] (侵害された認証情報) で [Custom] (カスタム) アクションを選択した場

合、Amazon Cognito が [Event detection] (イベント検出) で使用するユーザープールアクション、
および、Amazon Cognito に実行させたい [Compromised credentials responses] (侵害された認証
情報への応答) を選択します。侵害された認証情報によるサインインをブロックまたはサインイ
ンを許可することができます。

c. [Adaptive authentication] (アダプティブ認証) で、悪意のあるサインイン試行への応答方法を選択
します。[Custom] (カスタム) アクションを実行または使用、または悪意のあるアクティビティの
疑いに対応するために [Cognito defaults] (Cognito デフォルト) を選択します。[Cognito defaults]
(Cognito デフォルト) を選択した場合、Amazon Cognito はすべてのリスクレベルでサインインを
ブロックし、ユーザーに通知しません。

d. [Adaptive authentication] (アダプティブ認証) で、 [Custom] (カスタム) アクションを選択し
た場合、重要度レベルに基づいて検出されたリスクに対して、Amazon Cognito で実行する
[Automatic risk response] (自動リスク対応) アクションを選択します。リスクのレベルに応じて対
応を割り当てる場合、より高いレベルのリスクに対して、より制限の少ない対応を割り当てるこ
とはできません。リスクレベルには、次の対応を割り当てることができます。

i. サインインを許可する - 予防策をとりません。
ii. MFA のオプション - ユーザーが MFA を設定している場合、Amazon Cognito はサインイン時

に常に SMS またはタイムベースドワンタイムパスワード (TOTP) の追加要素を提供するよう
ユーザーに要求します。ユーザーに MFA が設定されていない場合は、通常どおりサインイ
ンを続行できます。

iii. MFA を要求 - ユーザーが MFA を設定している場合、Amazon Cognito はサインイン時に常に 
SMS または TOTP ファクターの追加要素の提供を要求します。ユーザーに MFA が設定され
ていない場合、Amazon Cognito は MFA を設定するよう促します。ユーザーに MFA を自動
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要求する前に、SMS MFA の電話番号をキャプチャするメカニズム、または TOTP MFA の認
証アプリケーションを登録するメカニズムを、お客様のアプリケーションに設定してくださ
い。

iv. サインインをブロックする - ユーザーがサインインできないようにします。
v. ユーザーに通知する - Amazon Cognito が検出したリスクと応答に関する情報を E メールで

ユーザーに送信します。送信するメッセージの E メールメッセージテンプレートをカスタマ
イズできます。

7. 前の手順で [Notify user] (ユーザーに通知する) を選択した場合、アダプティブ認証に使用する E メー
ル配信設定と E メールメッセージテンプレートをカスタマイズできます。

a. [Email configuration] (E メール設定) で、アダプティブ認証で使用する [SES Region] (SES リー
ジョン)、[FROM email address] (FROM E メールアドレス)、[FROM sender name] (FROM 送信
者名)、および [REPLY-TO email address] (REPLY-TO E メールアドレス) を選択します。ユー
ザープールの E メールメッセージを Amazon Simple Email Service の統合方法の詳細について
は、「Amazon Cognito ユーザープールに使用する E メールの設定」を参照してください。

b. [Email templates] (E メールテンプレート) を展開して、E メールメッセージの HTML とプレーン
テキストバージョンの両方でアダプティブ認証通知をカスタマイズします。E メールメッセージ
テンプレートの詳細については、「メッセージテンプレート (p. 272)」を参照してください。

8. IP アドレスの例外を拡張して、アドバンストセキュリティリスク評価に関係なく、常に許可またはブ
ロックされる IPv4 または IPv6 アドレス範囲に対する常時許可または常時ブロックのリストを作成し
ます。CIDR 表記 で IP アドレスの範囲を指定します (例: 192.168.100.0/24)。

9. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

侵害された認証情報の確認
Amazon Cognito は、ユーザーのユーザー名とパスワードが他の場所で侵害されたかどうかを検出できま
す。これは、ユーザーが複数のサイトで認証情報を再利用したり、安全でないパスワードを使用したりす
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るときに発生します。Amazon Cognito は、ホストされた UI と Amazon Cognito API で、ユーザー名とパ
スワードでサインインするネイティブユーザーをチェックします。ネイティブユーザーとは、フェデレー
ション ID プロバイダー (IdP) なしで Amazon Cognito ディレクトリで作成した、またはサインアップした
ユーザーです。

Amazon Cognito コンソールの [App integration] (アプリの統合) タブの[Advanced security](アドバン
スドセキュリティ) から、[Compromised credentials] (侵害された認証情報) を設定できます。[Event 
detection] (イベント検出) を設定して、侵害された認証情報を監視するユーザーイベントを選択しま
す。[Compromised credentials responses] (侵害された認証情報の応答) を設定し、侵害された認証情報が
検出された場合にユーザーを許可するかブロックするかを選択します。Amazon Cognito は、サインイン
時、サインアップ時、パスワード変更時に侵害された認証情報をチェックすることができます。

[Allow sign-in] (サインインを許可する) を選択する場合、Amazon CloudWatch Logs を確認して、Amazon 
Cognito がユーザーイベントに対して行う評価を監視できます。詳細については、「アドバンストセキュ
リティのメトリクスの表示 (p. 249)」を参照してください。[Block sign-in] (サインインをブロックす
る) を選択する場合、Amazon Cognito は、侵害された認証情報を使用するユーザーによるサインインを
防止します。Amazon Cognito がユーザーのサインインをブロックすると、ユーザーの UserStatus が
RESET_REQUIRED に設定されます。RESET_REQUIRED ステータスのユーザーは、再度サインインする前
にパスワードを変更する必要があります。

Note

現在 Amazon Cognito では、サインイン時にパスワードを送信しない Secure Remote Password 
(SRP) フローでのサインイン操作に対する侵害された認証情報のチェックが行われませ
ん。Amazon Cognito は、ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH フローで AdminInitiateAuth API を使
用するサインインと、USER_PASSWORD_AUTH フローで InitiateAuth API を使用するサインインを
チェックして、認証情報が侵害されていないか確認します。

漏洩した認証情報の保護をユーザープールに追加するには、「ユーザープールにアドバンストセキュリ
ティを追加する (p. 241)」を参照してください。

アダプティブ認証の使用
アダプティブ認証では、リスクレベルの上昇に対応して、疑わしいサインインをブロックする、または 2 
番目の要素認証を追加するようにユーザープールを設定できます。Amazon Cognito はサインインの試行
ごとに、サインインリクエストが侵害されたソースからのものである可能性についてリスクスコアを生成
します。このリスクスコアは、デバイスとユーザー情報を含む要因に基づいています。アダプティブ認証
は、Amazon Cognito がユーザーのセッションでリスクを検出し、ユーザーがまだ MFA メソッドを選択し
ていない場合に、ユーザープール内のユーザーに対して多要素認証 (MFA) を有効にする、または多要素
認証 (MFA) を要求することができます。ユーザーに MFA を有効にすると、アダプティブ認証の設定方法
にかかわらず、認証中に必ず 2 つ目の要素を提供または設定するように求めるチャレンジが常に表示され
ます。ユーザーの観点から見ると、アプリは MFA の設定を支援し、また、オプションとして、Amazon 
Cognito では、ユーザーが追加の要素を設定するまで、ユーザーが再度サインインできないようにするこ
ともできます。

Amazon Cognito は、サインイン試行、試行のリスクレベル、および失敗したチャレンジを Amazon 
CloudWatch にパブリッシュします。詳細については、「アドバンストセキュリティのメトリクスの表
示 (p. 249)」を参照してください。

アダプティブ認証をユーザープールに追加するには、「ユーザープールにアドバンストセキュリティを追
加する (p. 241)」を参照してください。

トピック
• アダプティブ認証の概要 (p. 245)
• API リクエストへのユーザーデバイスおよびセッションデータの追加 (p. 245)
• ユーザーイベント履歴の表示 (p. 247)
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• イベントフィードバックを提供します (p. 248)
• 通知メッセージの送信 (p. 249)

アダプティブ認証の概要

アダプティブ認証の設定は、[App integration] (アプリケーションの統合) タブの [Advanced security] (アド
バンスドセキュリティ) から選択でき、これには、異なるリスクレベルで実行するアクションの設定や、
ユーザーへの通知メッセージのカスタマイズなどが含まれます。すべてのアプリクライアントにグローバ
ルな高度なセキュリティ設定を割り当てることができますが、個々のアプリクライアントにはクライアン
トレベルの設定を適用できます。

[Enforcement method] (強制実行メソッド) を [Audit-only] (監査専用) から [Full-function] (完全な機能) に変
更する場合は、選択肢を慎重に検討してください。リスクレベルに適用する自動応答は、Amazon Cognito 
が同じ特性を持つ後続のユーザーセッションに割り当てるリスクレベルに影響します。例えば、Amazon 
Cognito が最初にリスクが高いと評価したユーザーセッションに何もしないか、[Allow] (許可) を選択する
と、Amazon Cognito では同様のセッションのリスクが低いと見なします。

リスクレベルごとに、以下のオプションから選択できます。

オプション アクション

許可 ユーザーは、追加要素なしでサインインできま
す。

オプションの MFA 第 2 要素を設定しているユーザーは、サインイン
するために第 2 要素のチャレンジを完了する必要
があります。SMS の電話番号と TOTP ソフトウェ
アトークンが利用可能な第 2 要素です。2 番目の
要素が設定されていないユーザーは、1 つの認証情
報のみでサインインできます。

MFA が必要 第 2 要素を設定しているユーザーは、サインイン
するために第 2 要素のチャレンジを完了する必要
があります。Amazon Cognito は、第 2 要素が設定
されていないユーザーのサインインをブロックし
ます。

ブロック Amazon Cognito は、指定されたリスクレベルです
べてのサインイン試行をブロックします。

Note

SMS を 2 番目の認証要素として使用するために電話番号を検証する必要はありません。

API リクエストへのユーザーデバイスおよびセッションデータの追加

API を使用してサインアップ、サインイン、パスワードのリセットを行う際に、ユーザーのセッションに
関する情報を収集し、Amazon Cognito のアドバンストセキュリティに渡すことができます。この情報に
は、ユーザーの IP アドレスと一意のデバイス識別子が含まれます。

ユーザーと Amazon Cognito の間に、プロキシサービスやアプリケーションサーバーなど、中間ネット
ワークデバイスがある場合があります。ユーザーのコンテキストデータを収集して Amazon Cognito に渡
すことで、アダプティブ認証がサーバーやプロキシではなく、ユーザーエンドポイントの特性に基づいて
リスクを計算できます。クライアント側アプリが Amazon Cognito API オペレーションを直接呼び出す場
合、アダプティブ認証は送信元 IP アドレスを自動的に記録します。ただし、デバイスのフィンガープリン
トも収集しない限り、user-agent などの他のデバイス情報は記録されません。
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Amazon Cognito コンテキストデータ収集ライブラリを使用してこのデータを生成し、ContextData パラ
メータと UserContextData パラメータで Amazon Cognito アドバンストセキュリティに送信します。コン
テキストデータ収集ライブラリは、AWS SDK に含まれます。詳細については、「Amazon Cognito のウェ
ブアプリケーションとモバイルアプリケーションとの統合」を参照してください。ユーザープールでアド
バンストセキュリティ機能をアクティブ化している場合、ContextData を送信できます。詳細について
は、「アドバンストセキュリティ機能を設定する」を参照してください。

アプリケーションサーバーから以下の Amazon Cognito 認証 API オペレーションを呼び出す場
合、ContextData パラメータにユーザーのデバイスの IP を渡します。また、サーバー名、サーバーパ
ス、およびエンコードされたデバイスフィンガープリントデータを渡します。

• AdminInitiateAuth
• AdminRespondToAuthChallenge

Amazon Cognito の認証されていない API オペレーションを呼び出すと、Amazon Cognito のアドバンス
ドセキュリティ機能に UserContextData を送信できます。このデータには、EncodedData パラメー
タのデバイスフィンガープリントが含まれます。また、次の条件を満たす場合、UserContextData に
IpAddress パラメータを送信できます。

• ユーザープールでアドバンストセキュリティ機能をアクティブ化しました。詳細については、「アドバ
ンストセキュリティ機能を設定する」を参照してください。

• アプリクライアントにはクライアントシークレットがあります。詳細については、「ユーザープールの
アプリクライアントの設定」を参照してください。

• アプリクライアントで [Accept additional user context data] (追加のユーザーコンテキストデータを受け
入れる) をアクティブ化しました。詳細については、「 追加のユーザーコンテキストデータの受け入れ 
(AWS コンソール) (p. 246)」を参照してください。

アプリは、以下の Amazon Cognito の認証されていない API オペレーションで、UserContextData パラ
メータにエンコードされたデバイスフィンガープリントデータとユーザーのデバイスの IP アドレスを入力
できます。

• InitiateAuth
• RespondToAuthChallenge
• SignUp
• ConfirmSignUp
• ForgotPassword
• ConfirmForgotPassword
• ResendConfirmationCode

追加のユーザーコンテキストデータの受け入れ (AWS コンソール)

ユーザープールは [Accept additional user context data] (追加のユーザーコンテキストデータを受け入れ
る) 機能をアクティブ化すると、UserContextData パラメータで IP アドレスを受け入れます。次の場合
は、この機能をアクティブ化する必要はありません。

• ユーザーは、AdminInitiateAuth のような認証された API オペレーションでのみサインイン
し、ContextData パラメータを使用します。

• 認証されていない API オペレーションから IP アドレスではなく、デバイスのフィンガープリントのみ
を Amazon Cognito のアドバンストセキュリティ機能に送信します。

Amazon Cognito コンソールでアプリクライアントを次のように更新し、追加のユーザーコンテキスト
データのサポートを追加します。
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1. Amazon Cognito コンソールにサインインします。
2. ナビゲーションペインで [ユーザープールの管理] を選択してから、編集するユーザープールを選択し

ます。
3. [App integration] (アプリケーションの統合) タブを選択します。
4. [App clients and analytics] (アプリクライアントと分析) で、アプリクライアントを選択または作成し

ます。詳細については、「ユーザープールのアプリクライアントの設定」を参照してください。
5. [App client information] (アプリのクライアント情報) コンテナから [Edit] (編集) を選択します。
6. アプリクライアントの [Advanced authentication settings] (詳細な認証設定) で、[Accept additional 

user context data] (追加のユーザーコンテキストデータを受け入れる) を選択します。
7. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

Amazon Cognito API でユーザーコンテキストデータを受け入れるようにアプリクライア
ントを設定するには、CreateUserPoolClient または UpdateUserPoolClient リクエストで
EnablePropagateAdditionalUserContextData を true に設定します。ウェブまたはモバイル
アプリからアドバンストセキュリティをアクティブ化する方法の詳細については、「アプリからユー
ザープールのアドバンストセキュリティを有効化する」を参照してください。アプリがサーバーから 
Amazon Cognito を呼び出すときに、クライアント側からユーザーコンテキストデータを収集します。以
下は、JavaScript SDK メソッド getData 使用する例です。

var encodedData = 
 AmazonCognitoAdvancedSecurityData.getData(username, userPoolId, clientId);

アダプティブ認証を使用するようにアプリを設計する場合は、最新の Amazon Cognito SDK をアプリに組
み込むことをお勧めします。SDK の最新バージョンでは、デバイス ID、モデル、およびタイムゾーンなど
のデバイスフィンガープリント情報を収集します。Amazon Cognito SDK の詳細については、「ユーザー
プール SDK のインストール」を参照してください。Amazon Cognito アドバンストセキュリティでは、
アプリが正しい形式で送信したイベントにのみ保存され、リスクスコアが割り当てられます。Amazon 
Cognito がエラーレスポンスを返す場合は、リクエストに有効なシークレットハッシュが含まれているこ
とと、IPaddress パラメータが、有効な IPv4 または IPv6 アドレスであることを確認します。

ユーザーイベント履歴の表示
Note

新しい Amazon Cognito コンソールでは、Users (ユーザー) タブよりイベント履歴が表示できま
す。

ユーザーのサインイン履歴を表示するには、Amazon Cognito コンソールの [Users] (ユーザー) タブでユー
ザーを選択できます。Amazon Cognito は、ユーザーイベント履歴を 2 年間保持します。
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各サインインイベントにはイベント ID があります。イベントには、場所、デバイスの詳細、および
リスク検出結果など、対応するコンテキストデータもあります。Amazon Cognito API オペレーション
AdminListUserAuthEvents または admin-list-user-auth-events を使用した AWS Command Line Interface 
(AWS CLI) でユーザーイベント履歴をクエリできます。

また、イベント ID を Amazon Cognito がイベントを記録した時点で発行したトークンと関連付けること
ができます。ID とアクセストークンには、ペイロードにこのイベント ID が含まれます。Amazon Cognito 
はまた、更新トークンの使用を元のイベント ID に関連付けます。元のイベント ID は、Amazon Cognito 
トークンの発行につながったサインインイベントのイベント ID まで追跡できます。システム内のトークン
の使用は、特定の認証イベントまで追跡できます。詳細については、「ユーザープールでのトークンの使
用 (p. 214)」を参照してください。

イベントフィードバックを提供します

イベントフィードバックは、リアルタイムでリスクの評価に反映され、リスク評価アルゴリズムを経時的
に向上させます。ユーザーは、Amazon Cognito コンソールおよび API を使用して、サインイン試行の妥
当性に関するフィードバックを提供できます。

Note

イベントフィードバックは、Amazon Cognito が同じ特性を持つ後続のユーザーセッションに割り
当てるリスクレベルに影響します。

Amazon Cognito コンソールで、[Users] (ユーザー) タブからユーザーを選択し、[Provide event feedback]
(イベントフィードバックを送信) を選択します。イベントの詳細を確認して、[Set as valid] (有効として設
定) または [Set as invalid] (無効として設定) できます。

コンソールでは、[Users and groups] (ユーザーとグループ) タブにサインイン履歴が表示されます。エン
トリを選択すると、イベントを有効または無効としてマークできます。フィードバックは、ユーザープー
ル API オペレーション AdminUpdateAuthEventFeedback、および AWS CLI コマンド admin-update-auth-
event-feedback を通じて提供することもできます。
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Amazon Cognito コンソールで [Set as valid] (有効として設定) を選択するか、API で valid の
FeedbackValue 値を指定するとき、Amazon Cognito がある程度のリスクを評価したユーザーセッショ
ンを信頼することを Amazon Cognito に伝えます。Amazon Cognito コンソールで [Set as invalid] (無効
として設定) を選択するか、API で invalid の FeedbackValue 値を指定するとき、ユーザーセッショ
ンを信頼しないこと、または Amazon Cognito が十分に高いリスクレベルを評価したとは考えないことを 
Amazon Cognito に伝えます。

通知メッセージの送信

アドバンスドセキュリティ保護により、Amazon Cognito はユーザーにリスクの高いサインイン試行を通
知できます。Amazon Cognito では、サインインが有効か無効かを示すリンクを選択するようユーザーに
促すこともできます。Amazon Cognito はこのフィードバックを使用して、ユーザープールのリスク検出
精度を向上させます。

[Automatic risk response] (自動リスク対応) セクションで、低、中、高のリスクケースに応じて [Notify 
Users] (ユーザーに通知) を選択します。

Amazon Cognito は、ユーザーが E メールアドレスを検証したかどうかに関係なく、E メール通知をユー
ザーに送信します。

通知 E メールメッセージをカスタマイズして、これらのメッセージのプレーンテキストと HTML の両
バージョンを提供できます。E メール通知をカスタマイズするには、高度なセキュリティ設定の[Adaptive 
authentication messages] (アダプティブ認証メッセージ) から E メールテンプレートを開きます。E メー
ルテンプレートの詳細については、「メッセージテンプレート (p. 272)」を参照してください。

アドバンストセキュリティのメトリクスの表示
Amazon Cognito は、アドバンストセキュリティ機能のメトリクスを Amazon CloudWatch のアカウントに
発行します。Amazon Cognito はアドバンストセキュリティのメトリクスを、リスクレベル別およびリク
エストレベル別にグループ化します。

CloudWatch コンソールでメトリクスを表示する

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Metrics] (メトリクス) を選択します。
3. Amazon Cognito を選択します。
4. [By Risk Classification] (リスク分類別) などの集約されたメトリクスのグループを選択します。
5. [All metrics] (すべてのメトリクス) タブに、選択したグループのメトリクスが一覧表示されます。以下

の操作を行うことができます。

• テーブルを並べ替えるには、列見出しを使用します。
• メトリクスをグラフ表示するには、メトリクスの横にあるチェックボックスを選択します。すべて

のメトリクスを選択するには、テーブルの見出し行にあるチェックボックスを選択します。
• リソースでフィルターするには、リソース ID を選択し、[Add to search] (検索に追加) を選択しま

す。
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• メトリクスでフィルターするには、メトリクス名を選択し、[Add to search] (検索に追加) を選択し
ます。

メトリクス 説明 メトリクスディメンション

CompromisedCredentialRisk Amazon Cognito が侵害された認
証情報を検知したリクエスト。

操作: ディメンションは
PasswordChange、SignIn、
または SignUp タイプの操作の
みです。

UserPoolId: ユーザープールの識
別子。

RiskLevel: 高 (デフォルト)、中、
低。

AccountTakeOverRisk Amazon Cognito がアカウントの
乗っ取りリスクを検知したリク
エスト。

操作: ディメンションは
PasswordChange、SignIn、
または SignUp タイプの操作の
みです。

UserPoolId: ユーザープールの識
別子。

RiskLevel: 高、中、低。

OverrideBlock Amazon Cognito がデベロッパー
から提供された設定を理由にブ
ロックしたリクエスト。

操作: ディメンションは
PasswordChange、SignIn、
または SignUp タイプの操作の
みです。

UserPoolId: ユーザープールの識
別子。

RiskLevel: 高、中、低。

Risk Amazon Cognito がリスクありと
してマークしたリクエスト。

操作:
PasswordChange、SignIn、
または SignUp などの操作タイ
プ。

UserPoolId: ユーザープールの識
別子。

NoRisk Amazon Cognito がリスクを識別
しなかったリクエスト。

操作:
PasswordChange、SignIn、
または SignUp などの操作タイ
プ。

UserPoolId: ユーザープールの識
別子。

Amazon Cognito は、CloudWatch で即座に分析を開始するために、2 つの事前定義されたメトリクスグ
ループを提供します。By Risk Classification は、リスクがあるとして Amazon Cognito が識別したリクエ
ストのリスクレベルの詳細を示します。By Request Classification リクエストレベルで集計されたメトリク
スを反映します。
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集約されたメトリクスグループ 説明

リスク分類別 Amazon Cognito でリスクありとして識別されたリ
クエスト。

リクエスト分類別 リクエスト別に集約されたメトリクス。

アプリからユーザープールのアドバンストセキュリティを有効化
する
ユーザープールのアドバンストセキュリティ機能を設定した後、ウェブまたはモバイルアプリで有効化す
る必要があります。

JavaScript でアドバンストセキュリティを使用する

1. Amazon Cognito SDK を最新バージョンに更新する必要がある場合があります。詳細については、
「Amazon Cognito のウェブアプリケーションとモバイルアプリケーションとの統合」を参照してく
ださい。

2. Auth SDK を使用してホストされた UI を有効化するには、「Amazon Cognito Identity SDK for 
JavaScript」を参照してください。

3. AdvancedSecurityDataCollectionFlag を true に設定します。UserPoolId も使用している
ユーザープール ID に設定します。

4. このソース参照をアプリの JavaScript ファイルに追加します。<region> を us-east-1 のような 
AWS リージョン に置き換えます。

<script src="https://amazon-cognito-assets.<region>.amazoncognito.com/amazon-cognito-
advanced-security-data.min.js"></script>

詳細については、「Amazon Cognito Identity SDK for JavaScript」を参照してください。

Android でアドバンストセキュリティを使用する

1. Amazon Cognito SDK を最新バージョンに更新する必要がある場合があります。詳細については、
「Amazon Cognito のウェブアプリケーションとモバイルアプリケーションとの統合」を参照してく
ださい。

2. AWS Amplify SDK を使用してホストされた UI を有効化するには、「Amplify Doc」の認証トピックを
参照してください。

3. Gradle の Maven を使用した aws-android-sdk-cognitoauth のインポートする場合
は、{ transitive = true; } を使用します。

build.gradle ファイルに、次の依存関係を含めます。

compile "com.amazonaws:aws-android-sdk-cognitoidentityprovider-asf:1.0.0"

詳細については、「aws-android-sdk-cognitoidentityprovider-asf」を参照してください。

iOS でアドバンストセキュリティを使用する

1. Amazon Cognito SDK を最新バージョンに更新する必要がある場合があります。詳細については、
「Amazon Cognito のウェブアプリケーションとモバイルアプリケーションとの統合」を参照してく
ださい。
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2. AWS Amplify SDK を使用してホストされた UI を有効化するには、「Amplify Doc」の認証トピックを
参照してください。

3. Info.plist を使用して Auth SDK を設定するには、PoolIdForEnablingASF キーを Amazon Cognito ユー
ザープール設定に追加します。キーをユーザープール ID に設定します。

詳細については、「AWSCognitoIdentityProviderASF」を参照してください。

AWS WAF ウェブ ACL をユーザープールに関連付け
る
AWS WAF はウェブアプリケーションファイアウォールです。AWS WAF ウェブアクセスコントロールリ
スト (ウェブ ACL) を使用すると、ホストされた UI や Amazon Cognito API サービスエンドポイントへの
不要なリクエストからユーザープールを保護できます。ウェブ ACL を使用すると、ユーザープールが応
答するすべての HTTPS ウェブリクエストをきめ細かく制御できます。AWS WAF ウェブ ACL の詳細につ
いては、AWS WAF デベロッパーガイドの「ウェブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACL) の管理と使
用」を参照してください。

AWS WAF ウェブ ACL をユーザープールに関連付けると、Amazon Cognito は、ユーザーからのリクエス
ト内で選択した非機密のヘッダーと内容を AWS WAF に転送します。AWS WAF は、リクエストの内容を
調べ、それをウェブ ACL で指定したルールと比較して、Amazon Cognito に応答を返します。

AWS WAF ウェブ ACL と Amazon Cognito に関する留意事項
• ウェブ ACL を作成すると、ウェブ ACL が完全に伝達されて Amazon Cognito で使用できるようになる

までに少し時間がかかります。伝達時間は数秒から数分に及ぶ場合があります。伝達が完了する前に
ウェブ ACL を関連付けようとすると、AWS WAF は WAFUnavailableEntityException を返しま
す。

• ユーザープールには 1 つのウェブ ACL を関連付けることができます。
• リクエストは、AWS WAF が検査できる範囲を超えたペイロードになる可能性があります Amazon 

Cognito からの過剰サイズのリクエストを AWS WAF で処理する方法については、AWS WAF デベロッ
パーガイドの「過剰サイズのリクエストコンポーネントの処理」を参照してください。

• AWS WAF Fraud Control アカウント乗っ取り防止 (ATP) を使用するウェブ ACL を Amazon Cognito 
ユーザープールに関連付けることはできません。AWS-AWSManagedRulesATPRuleSet マネージド
ルールグループを追加するときに、ATP 機能を実装します。ユーザープールに関連付ける前に、ウェブ 
ACL がこのマネージドルールグループを使用していないことを確認してください。

• AWS WAF ウェブ ACL がユーザープールに関連付けられていて、ウェブ ACL 内のルールが CAPTCHA 
を提示した場合、ホストされた UI TOTP 登録で回復不能なエラーが発生する可能性がありま
す。CAPTCHA アクションを含み、ホストされた UI TOTP には影響しないルールを作成するには、「ホ
ストされた UI TOTP MFA 用に AWS WAF ウェブ ACL を設定する (p. 239)」を参照してください。

AWS WAF は、以下のエンドポイントへのリクエストを検査します。

ホストされた UI

ユーザープール OIDC とホストされた UI API エンドポイントのリファレンス (p. 579) 内のすべての
エンドポイントへのリクエスト。

公開 API オペレーション

アプリケーションから Amazon Cognito API へのリクエストのうち、承認に AWS 認証情報を使用し
ないリクエスト。これには、InitiateAuth、RespondToAuthChallenge、GetUser などの API オペレー
ションが含まれます。AWS WAF の対象範囲の API オペレーションは、AWS 認証情報による認証が
不要です。これらは、認証されていないか、セッション文字列またはアクセストークンで承認され
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ています。詳細については、「Amazon Cognito ユーザープールの認証済みおよび未認証の API オペ
レーション (p. 40)」を参照してください。

ウェブ ACL のルールを設定するには、ルールに一致するリクエストに応じてカウント、許可、ブロッ
ク、CAPTCHA の表示を行うルールアクションを使用できます。詳細については、AWS WAF デベロッ
パーガイドの「AWS WAF のルール」を参照してください。ルールアクションに応じて、Amazon Cognito 
からユーザーに返す応答をカスタマイズできます。

Important

エラー応答をカスタマイズするオプションは、API リクエストを行う方法によって異なります。

• ホストされた UI リクエストのエラーコードと応答本文をカスタマイズできます。ホストされた 
UI では、ユーザーが解決する CAPTCHA のみを表示できます。

• Amazon Cognito ネイティブ API を使用して行うリクエストの場合は、ブロック応答を受信す
るリクエストの応答本文をカスタマイズできます。カスタムエラーコードを 400～499 の範囲
で指定することもできます。

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) と AWS SDK は、ブロック応答または CAPTCHA 応
答を生成するリクエストに対して ForbiddenException エラーを返します。

ウェブ ACL をユーザープールに関連付ける
ユーザープールでウェブ ACL を使用するには、AWS Identity and Access Management (IAM) プリンシパ
ルに以下の Amazon Cognito アクセス許可が必要です。AWS WAF アクセス許可については、AWS WAF 
デベロッパーガイドの「AWS WAF API の許可」を参照してください。

• cognito-idp:AssociateWebACL

• cognito-idp:DisassociateWebACL

• cognito-idp:GetWebACLForResource

• cognito-idp:ListResourcesForWebACL

IAM アクセス権限を付与する必要がありますが、リストされているアクションは権限のみで、API オペ
レーションには対応していません。

ユーザープールで AWS WAF をアクティブ化してウェブ ACL を関連付けるには

1. Amazon Cognito コンソールにサインインします。
2. ナビゲーションペインで [User Pools] (ユーザープール) を選択してから、編集するユーザープールを

選択します。
3. [User pool properties] (ユーザープールのプロパティ) タブを選択します。
4. [AWS WAF] の隣にある [Edit] (編集) を選択します。
5. [AWS WAF] で、[Use AWS WAF with your user pool] (ユーザープールで WAF を使用する) を選択し

ます。
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6. 作成済みの AWS WAF ウェブ ACL を選択するか、[Create web ACL in AWS WAF] (WAF でウェブ 
ACL を作成) を選択して AWS Management Console の新しい AWS WAF セッションでウェブ ACL を
新規作成します。

7. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

ウェブ ACL を AWS Command Line Interface または SDK のユーザープールにプログラムで関連付けるに
は、AWS WAF API から AssociateWebACL を使用します。Amazon Cognito には、ウェブ ACL を関連付
ける個別の API オペレーションはありません。

AWS WAF ウェブ ACL のテストとログ記録
ルールアクションをウェブ ACL のカウントに設定すると、AWS WAF はルールに一致するリクエストの数
にリクエストを追加します。ユーザープールでウェブ ACL をテストするには、ルールアクションをカウン
トに設定し、各ルールに一致するリクエストの量を考慮します。例えば、ルールをブロックアクションに
設定した場合に、通常のユーザートラフィックと判断される多数のリクエストと一致するときは、ルール
の再設定が必要になる場合があります。詳細については、AWS WAF デベロッパーガイドの「AWS WAF 
保護のテストとチューニング」を参照してください。

Amazon CloudWatch Logs ロググループ、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット、また
は Amazon Kinesis Data Firehose にリクエストヘッダーのログを記録するように AWS WAF を設定する
こともできます。ネイティブ API で行った Amazon Cognito リクエストは、x-amzn-cognito-client-
id と x-amzn-cognito-operation-name で特定できます ホストされた UI リクエストには、x-amzn-
cognito-client-id ヘッダーのみが含まれます。詳細については、AWS WAF デベロッパーガイドの
「ウェブ ACL トラフィックのログ記録」を参照してください。

AWS WAF ウェブ ACL は、Amazon Cognito の高度なセキュリティ機能の料金の請求対象ではありませ
ん。AWS WAF のセキュリティ機能は、Amazon Cognito の高度なセキュリティ機能を補完します。ユー
ザープールで両方の機能を有効にすることができます。AWS WAF は、ユーザープールリクエストの検査
に対して別途に請求を行います。詳細については、「AWS WAF 料金」を参照してください。

AWS WAF リクエストデータのログ記録には、ログをターゲットとするサービスによって追加料金が請求
されます。詳細については、AWS WAF デベロッパーガイドの「ウェブ ACL トラフィックのログ記録の料
金に関する情報」を参照してください。
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ユーザープールの大文字と小文字の区別
AWS Management Console で作成する Amazon Cognito のユーザープールでは、デフォルトで大文字と
小文字が区別されません。ユーザープールが大文字と小文字を区別しない場合、user@example.com と
User@example.com は同じユーザーを参照します。ユーザープール内のユーザー名が大文字と小文字が区
別しない場合、preferred_username と email 属性でも大文字と小文字が区別されません。

ユーザープールの大文字と小文字の区別の設定を考慮するには、代替のユーザー属性に基づいてアプリ
コードでユーザーを識別します。ユーザー名、優先ユーザー名、または E メールアドレス属性の大文字と
小文字はユーザープロファイルによって異なる場合があるため、代わりに sub 属性を参照してください。
また、ユーザープールにイミュータブルカスタム属性を作成し、各新規ユーザープロファイルの属性に独
自の一意の識別子値を割り当てることもできます。最初にユーザーを作成するときに、作成したイミュー
タブルカスタム属性に値を書き込むことができます。

Note

ユーザープールの大文字と小文字を区別する設定に関係なく、Amazon Cognito では、SAML また
は OIDC ID プロバイダー (IdP) のフェデレーティッドユーザーが、大文字と小文字を区別する一
意の NameId または sub クレームを渡す必要があります。一意の識別子の大文字と小文字の区別
および SAML IdP の詳細については、「SAML ユーザープール IdP 認証フロー (p. 91)」を参照
してください。

大文字と小文字を区別するユーザープールの作成

CreateUserPool など、AWS Command Line Interface (AWS CLI) や API オペレーションを使用して
リソースを作成する場合は、ブール値の CaseSensitive パラメータを false に設定する必要があ
ります。この設定では、大文字と小文字を区別しないユーザープールが作成されます。値を指定しな
いと、CaseSensitive はデフォルトで true に従います。このデフォルトは、AWS Management 
Console で作成するユーザープールのデフォルト動作とは反対です。2020 年 2 月 12 日以前のユー
ザープールでは、プラットフォームに関係なく、大文字と小文字が区別されていました。

AWS Management Console の [Sign-in experience] (サインインエクスペリエンス) タブまたは
[DescribeUserPool] API オペレーションを使用して、アカウント内の各ユーザープールの大文字と小
文字の区別の設定を確認できます。

新しいユーザープールに移行する

ユーザープロファイル間で競合が発生する可能性があるため、Amazon Cognito ユーザープールで
大文字と小文字を区別するから大文字と小文字を区別しないに変更することはできません。代わり
に、ユーザーを新しいユーザープールに移行します。ケース関連の競合を解決するには、移行コー
ドをビルドする必要があります。このコードは、競合を検出したときに一意の新しいユーザーを返す
か、サインイン試行を拒否する必要があります。大文字と小文字を区別しない新しいユーザープール
で、ユーザー移行の Lambda トリガー (p. 150) を割り当てます。AWS Lambda 関数は、大文字と
小文字を区別しない新しいユーザープールにユーザーを作成できます。ユーザーが大文字小文字を区
別しないユーザープールでサインインに失敗した場合、Lambda 関数は大文字小文字を区別するユー
ザープールからユーザーを見つけて、複製します。また、ForgotPassword イベントで、ユーザーの
移行 Lambda トリガーを有効化することもできます。Amazon Cognito は、サインインやパスワード
回復アクションからユーザー情報とイベントメタデータを Lambda 関数に渡します。関数が大文字と
小文字を区別しないユーザープールに新しいユーザーを作成する際、イベントデータを使用してユー
ザー名とメールアドレス間で発生する競合を管理することができます。これらの競合は、大文字小文
字を区別しないユーザープールでは一意ですが、大文字小文字を区別するユーザープールでは同一の
ユーザー名と E メールアドレスの間で発生する競合です。

Amazon Cognito ユーザープール間でのユーザー移行 Lambda トリガーの使用に関する詳細について
は、AWS ブログの「Migrating Users to Amazon Cognito user pools」を参照してください。
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ユーザー存在エラー応答の管理
Amazon Cognito は、ユーザープールから返されるエラーレスポンスのカスタマイズをサポートしていま
す。カスタムエラーレスポンスは、ユーザーの作成と認証、パスワードリカバリ、および確認操作に利用
できます。

ユーザープールアプリクライアントの PreventUserExistenceErrors 設定を使用して、
ユーザーの存在に関連するエラーを有効または無効にします。新しいユーザープールを作成する
と、PreventUserExistenceErrors はデフォルトで false になります。この値が true の場
合、Amazon Cognito は API リクエストに対して非特定の情報で応答します。そうしない場合、そ
の応答から有効なユーザーが存在することが明らかになる可能性があります。Amazon Cognito API 
で、UpdateUserPoolClient リクエストを使用してこの値を更新します。AWS Management Console で、
アプリケーションクライアントを作成または編集して、ユーザー存在エラーを防ぐを有効にします。

ユーザープールでユーザー存在エラーを防ぐと、Amazon Cognito 認証 API は認証失敗の汎用レスポンス
を返します。エラーレスポンスは、ユーザー名またはパスワードが正しくないことを伝えます。Amazon 
Cognito のアカウント確認 API とパスワードリカバリ API は、コードがシミュレートされた配信メディア
に送信されたことを示すレスポンスを返します。エラーレスポンスは、ステータスが ENABLED であり、
ユーザーが存在しないときに機能します。以下は、PreventUserExistenceErrors が ENABLED に設
定されている場合の Amazon Cognito 操作の詳細な動作です。

ユーザー作成と認証オペレーション
次のオペレーションでは、ユーザー名パスワード認証またはセキュアリモートパスワード (SRP) 認証のい
ずれかを使用できます。カスタム認証で返すエラーをカスタマイズすることもできます。

• AdminInitiateAuth
• AdminRespondToAuthChallenge
• InitiateAuth
• RespondToAuthChallenge

次のリストは、ユーザー認証オペレーションのエラーレスポンスをカスタマイズする方法を示していま
す。

ユーザー名およびパスワード認証

ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH および USER_PASSWORD_AUTH でユーザーをサインインする
には、ユーザー名とパスワードを AdminInitiateAuth または InitiateAuth API リクエ
ストに含めます。Amazon Cognito は、ユーザー名またはパスワードが正しくない場合、汎用
NotAuthorizedException エラーを返します。

セキュアリモートパスワード (SRP) ベースの認証

USER_SRP_AUTH でユーザーをサインインするには、AdminInitiateAuth または InitiateAuth
API リクエストにユーザー名と SRP_A パラメータを含めます。それに応じて、Amazon Cognito 
は、SRP 標準に従って、SRP_B とソルトをユーザーに返します。ユーザーが見つからない場
合、RFC 5054 で説明されているように、Amazon Cognito は最初のステップでシミュレートされた
レスポンスを返します。Amazon Cognito は、同じユーザー名とユーザープールの組み合わせに対し
て、同じ salt と汎用一意識別子 (UUID) 形式の内部ユーザー ID を返します。パスワードの証明を含む
RespondToAuthChallenge API リクエストを送信すると、Amazon Cognito はユーザー名またはパ
スワードのいずれかが正しくない場合に一般的な NotAuthorizedException エラーを返します。

Note

検証ベースのエイリアス属性を使用していて、変更不可能なユーザー名の形式が UUID でな
い場合は、ユーザー名とパスワードの認証で汎用レスポンスをシミュレートできます。
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カスタム認証チャレンジの Lambda トリガー

カスタム認証チャレンジの Lambda トリガーを使用しており、エラーレスポンスを有効にする場合
は、LambdaChallenge が UserNotFound という名前のブールパラメータを返します。その後、そ
れが DefineAuthChallenge、VerifyAuthChallenge、および CreateAuthChallenge Lambda 
トリガーのリクエストに渡されます。このトリガーを使用して、存在しないユーザーのカスタム認証
チャレンジをシミュレートできます。存在しないユーザーに対して事前認証の Lambda トリガーを呼
び出す場合、Amazon Cognito は UserNotFound を返します。

次のリストは、ユーザー作成オペレーションのエラーレスポンスをカスタマイズする方法を示していま
す。

SignUp

SignUp 操作は、ユーザー名がすでに使用されている場合に UsernameExistsException を返しま
す。アプリケーションでユーザーをサインアップするときに Amazon Cognito が E メールアドレスと
電話番号の UsernameExistsException エラーを返さないようにするには、検証ベースのエイリア
ス属性を使用してください。エイリアスの詳細については、ユーザープール属性の「エイリアス」セ
クションを参照してください。

Amazon Cognito がSignUp API リクエストを使用してユーザープール内のユーザーを検出
できないようにする方法の例については、「サインアップ時のメールアドレスと電話番号の
UsernameExistsException エラーの防止 (p. 257)」を参照してください。

インポート済みユーザー

PreventUserExistenceErrors が有効になっている場合は、インポートされたユーザーの認証
中、PasswordResetRequiredException を返す代わりに、ユーザー名またはパスワードが正し
くなかったことを示す NotAuthorizedException エラーが返されます。詳細については、「イン
ポートされたユーザーに対するパスワードのリセットの要求」を参照してください。

ユーザー移行の Lambda トリガー

Lambda トリガーによって元のイベントコンテキストに空のレスポンスが設定された場合、Amazon 
Cognito は存在しないユーザーについてシミュレートされたレスポンスを返します。詳細について
は、「ユーザー移行の Lambda トリガー」を参照してください。

サインアップ時のメールアドレスと電話番号の UsernameExistsException エ
ラーの防止
次の例は、ユーザープールでエイリアス属性を設定するときに、重複する E メールアドレスと電話番号が
SignUp API リクエストに応答して UsernameExistsException エラーを生成しないようにする方法を
示しています。E メールアドレスまたは電話番号をエイリアス属性として使用してユーザープールを作成
しておく必要があります。詳細については、ユーザープール属性の「エイリアス」セクションを参照して
ください。

1. Jie は新しいユーザー名にサインアップし、E メールアドレス jie@example.com も提供しま
す。Amazon Cognito がユーザーの E メールアドレスにコードを送信します。

AWS CLI コマンドの例

aws cognito-idp sign-up --client-id 1234567890abcdef0 --username jie --password PASSWORD 
 --user-attributes Name="email",Value="jie@example.com"

レスポンスの例

{ 
    "UserConfirmed": false,  
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    "UserSub": "<subId>",  
    "CodeDeliveryDetails": { 
        "AttributeName": "email",  
        "Destination": "j****@e****",  
        "DeliveryMedium": "EMAIL" 
    }
}

2. Jie は、E メールアドレスの所有権を確認するために送信されたコードを提供します。これで、ユー
ザーとしての登録は完了です。

AWS CLI コマンドの例

aws cognito-idp confirm-sign-up --client-id 1234567890abcdef0 --username=jie --
confirmation-code xxxxxx

3. Shirley は新しいユーザーアカウントを登録し、E メールアドレス jie@example.com を提供しま
す。Amazon Cognito は UsernameExistsException エラーを返さず、確認コードを Jie の E メール
アドレスに送信します。

AWS CLI コマンドの例

aws cognito-idp sign-up --client-id 1234567890abcdef0 --username shirley --password 
 PASSWORD --user-attributes Name="email",Value="jie@example.com"

レスポンスの例

{ 
    "UserConfirmed": false,  
    "UserSub": "<new subId>",  
    "CodeDeliveryDetails": { 
        "AttributeName": "email",  
        "Destination": "j****@e****",  
        "DeliveryMedium": "EMAIL" 
    }
}

4. 別のシナリオでは、Shirley が jie@example.com の所有権を持っています。Shirley は Amazon 
Cognito が Jie の E メールアドレスに送信したコードを取得し、アカウントの確認を試みます。

AWS CLI コマンドの例

aws cognito-idp confirm-sign-up --client-id 1234567890abcdef0 --username=shirley --
confirmation-code xxxxxx

レスポンスの例

An error occurred (AliasExistsException) when calling the ConfirmSignUp operation: An 
 account with the email already exists.

jie@example.com が既存のユーザーに割り当てられているにもかかわらず、Amazon Cognito は Shirley 
の aws cognito-idp sign-up リクエストにエラーを返しません。Amazon Cognito がエラーレスポン
スを返す前に、Shirley は E メールアドレスの所有権を証明する必要があります。エイリアス属性を持つ
ユーザープールでは、この動作により、パブリック SignUp API を使用して、特定の E メールアドレスま
たは電話番号を持つユーザーが存在するかどうかを確認できなくなります。

この動作は、次の例に示すように、Amazon Cognito が既存のユーザー名の SignUp リクエストに対して
返すレスポンスとは異なります。Shirley はこのレスポンスから、そのユーザー名 jie を持つユーザーが
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既に存在することを知っていますが、そのユーザーに関連する E メールアドレスや電話番号については知
りません。

CLI コマンドの例

aws cognito-idp sign-up --client-id 1example23456789 --username jie --password PASSWORD 
      --user-attributes Name="email",Value="shirley@example.com"

レスポンスの例

An error occurred (UsernameExistsException) when calling the SignUp operation: User already 
 exists

パスワードのリセットオペレーション
ユーザー存在エラーを防ぐと、Amazon Cognito は、ユーザーパスワードのリセット操作に対して以下の
応答を返します。

ForgotPassword

ユーザーが見つからない、非アクティブ化されている、またはパスワードを回復するための検証済み
の配信メカニズムがない場合、Amazon Cognito はそのユーザーについてシミュレート済みの配信ミ
ディアムを用いた CodeDeliveryDetails を返します。シミュレートされた配信メディアは、入力
ユーザー名形式とユーザープールの検証設定に応じて決定されます。

ConfirmForgotPassword

Amazon Cognito は、存在しない、または無効になっているユーザーについて
CodeMismatchException エラーを返します。ForgotPassword の使用時にコードが要求されない
場合、Amazon Cognito は ExpiredCodeException エラーを返します。

確認オペレーション
ユーザー存在エラーを防ぐと、Amazon Cognito は、ユーザーの確認および検証の操作に対して以下の応
答を返します。

ResendConfirmationCode

Amazon Cognito は、無効化されたユーザー、または存在しないユーザーについて
CodeDeliveryDetails を返します。Amazon Cognito は、既存ユーザーの E メールまたは電話番号
に確認コードを送信します。

ConfirmSignUp

コードの有効期限が切れている場合は、ExpiredCodeException が返されます。Amazon Cognito 
は、ユーザーが承認されていない場合に NotAuthorizedException を返します。コードがサー
バーが期待するものと一致しない場合、Amazon Cognito は CodeMismatchException を返しま
す。

ユーザープールリファレンス (AWS Management 
Console)

ユーザープールの設定をアプリケーションのニーズに応じてカスタマイズできます。このセクションで
は、設定の各カテゴリについて説明し、属性、ポリシー、E メールおよび電話による確認、多要素認証、
アプリケーション、トリガーおよび信頼されたデバイスに関する詳細な情報を提供しています。
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トピック
• ユーザーとグループの作成とインポート (p. 260)
• ユーザープール属性 (p. 260)
• ユーザープールのパスワードの追加要件 (p. 268)
• ユーザーのサインアップと管理者作成の設定 (p. 268)
• ユーザープールの削除保護 (p. 269)
• E メールまたは電話による検証の設定 (p. 269)
• SMS と E メール検証メッセージおよびユーザー招待メッセージの設定 (p. 272)
• ユーザープールへのコスト配分タグの追加 (p. 276)
• ユーザープールデバイス追跡設定の指定 (p. 276)
• ユーザープールのアプリケーションクライアントの設定 (p. 277)
• ユーザープールの Lambda トリガーの設定 (p. 280)
• ユーザープール分析の設定 (p. 280)
• ユーザープールのドメイン名の追加 (p. 281)
• 組み込みアプリケーションの UI をユーザーのサインアップおよびサインイン用にカスタマイズす

る (p. 282)
• ユーザープールの ID プロバイダーの設定 (p. 282)
• ユーザープールの属性マッピングを設定する (p. 286)
• Amazon Cognito ユーザープールの従来のコンソール手順 (p. 288)

ユーザーとグループの作成とインポート
ユーザーのインポート、ユーザーの作成、グループの作成、そのグループへのユーザーの割り当て、ユー
ザーの検索を行うことができます。詳細については、以下を参照してください。

• CSV ファイルからユーザープールへのユーザーのインポート (p. 193)
• ユーザープールにグループを追加する (p. 186)
• 管理者としてのユーザーアカウントの作成 (p. 182)

ユーザープール属性
属性は、名前、E メールアドレス、電話番号など、個々のユーザーを識別できる各種情報です。新しい
ユーザープールにはデフォルトの標準属性のセットがあります。AWS Management Consoleのユーザー
プール定義には、カスタム属性を追加することもできます。このトピックでは、それらの属性について詳
しく説明し、ユーザープールの設定のヒントを示します。

ユーザーに関するすべての情報を属性に保存しないでください。例えば、使用統計やゲームスコアなどの
頻繁に変化するユーザーデータは、Amazon Cognito Sync または Amazon DynamoDB などの個別のデー
タストアに保存してください。

トピック
• 標準属性 (p. 261)
• ユーザー名および優先ユーザー名 (p. 262)
• ログイン属性のカスタマイズ (p. 263)
• カスタム属性 (p. 266)
• 属性の権限と範囲 (p. 267)
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標準属性
Amazon Cognito は、[OpenID Connect specification] (OpenID Connect の仕様) にある基づいて、以下の標
準属性セットをすべてのユーザーに割り当てます。

• address
• birthdate
• email
• family_name
• gender
• given_name
• locale
• middle_name
• name
• nickname
• phone_number
• picture
• preferred_username
• profile
• sub
• updated_at
• website
• zoneinfo

sub を除き、標準属性はすべてのユーザーに対してデフォルトでオプションとなります。属性を必須に
する場合は、ユーザープールの作成プロセスで、属性の横にある [必須] チェックボックスをオンにしま
す。Amazon Cognito は、各ユーザーの sub 属性に一意のユーザー識別子の値を割り当てます。

Note

標準属性を必須とマークすると、ユーザーは、属性の値が指定されない限り登録するこ
とはできません。ユーザーを作成し、必須属性の値を指定しないようにするには、管理者
はAdminCreateUser API を使用できます。ユーザープールを作成した後で、属性を必須と必須で
はないの間で切り替えることができません。

標準属性値およびカスタム属性値は、デフォルトでは最大 2048 文字の任意の文字列です
が、updated_at など一部の属性値には形式の制限があります。[E メール] および [電話] のみ検証できま
す。

Note

ドキュメントや標準によっては、属性をメンバーと呼んでいます。

標準属性の詳細

標準属性の詳細

E メール

ユーザーおよび管理者は、E メールアドレスの値を確認できます。

適切な AWS アカウント 許可を持つ管理者は、ユーザーの E メールアドレスを変更し、それを検証
済みとしてマークできます。AdminUpdateUserAttributes API または admin-update-user-attributes
AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドを使用して、E メールアドレスを検証済みとして
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マークします。このコマンドを使用すると、管理者はemail_verified 属性を true に変更できま
す。AWS Management Console の [Users] (ユーザー) タブでユーザーを編集して、E メールアドレス
を検証済みとしてマークすることもできます。

phone_number

SMS 多要素認証 (MFA) がアクティブである場合、ユーザーは電話番号を入力する必要があります。
詳細については、「ユーザープールに MFA を追加します (p. 233)」を参照してください。

ユーザーおよび管理者は、電話番号の値を確認できます。

適切な AWS アカウント 許可を持つ管理者が、ユーザーの電話番号を変更して、それを検証済みと
してマークできます。AdminUpdateUserAttributes API または admin-update-user-attributes AWS CLI 
コマンドを使用して、電話番号を検証済みとしてマークします。このコマンドを使用すると、管理
者は、phone_number_verified 属性を true に変更できます。AWS Management Console の
[Users] (ユーザー) タブでユーザーを編集して、電話番号を検証済みとしてマークすることもできま
す。

Important

電話番号は次の形式に従う必要があります: 電話番号は、プラス記号 (+) から始めて国番号
がその後に続く必要があります。電話番号には、プラス記号 (+) および数値のみを含めるこ
とができます。値をサービスに送信する前に、電話番号から括弧、スペース、ハイフン (-) 
などの他の文字を削除してください。例えば、米国の電話番号は +14325551212 の形式に
従っています。

preferred_username

preferred_username は、必要に応じて、またはエイリアスとして選択できますが、両方を選
択することはできません。preferred_username がエイリアスである場合、ユーザーを確認した
後、UpdateUserAttributes API を使用して、属性値を追加できます。

sub

sub 属性に基づいてユーザーをインデックス化して検索します。sub 属性は、各ユーザープール内で
一意のユーザー識別子です。ユーザーは username や email などの属性を変更できます。sub 属性
には固定値が含まれています。ユーザーの検索の詳細については、「ユーザーアカウントの管理と検
索 (p. 188)」を参照してください。

必須属性を表示する
以下の手順に従って、特定のユーザープールに必要な属性を表示します。

Note

ユーザープールを作成した後は、必須の属性を変更することはできません。

必須属性を表示する

1. AWS Management Console の Amazon Cognito に移動します。コンソールからプロンプトが表示され
たら、AWS 認証情報を入力します。

2. [User Pools] (ユーザープール) を選択します。
3. リストから存在するユーザープールを 1 つ選択します。
4. [Sign-up experience] (サインアップエクスペリエンス) タブを選択します。
5. [Required attributes] (必須の属性) セクションで、ユーザープールの必須属性が表示されます。

ユーザー名および優先ユーザー名
username 値は個別の属性であり、name 属性とは異なります。各ユーザーには、username 属性があり
ます。Amazon Cognito は、フェデレーティッドユーザーのユーザー名を自動的に生成します。Amazon 
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Cognito ディレクトリにネイティブユーザーを作成するには、username 属性を指定する必要がありま
す。ユーザーを作成した後で、username 属性の値を変更することはできません。

デベロッパーは、preferred_username 属性を使用して、変更可能なユーザー名をユーザーに付与でき
ます。詳細については、「ログイン属性のカスタマイズ (p. 263)」を参照してください。

お客様のアプリケーションでユーザー名が不要の場合は、ユーザーにユーザー名を指定するように求める
必要はありません。アプリでユーザー用の一意のユーザー名をバックグラウンドで作成できます。例え
ば、E メールアドレスとパスワードを登録しそれを使用してサインインするようにユーザーに求める場合
は便利です。詳細については、「ログイン属性のカスタマイズ (p. 263)」を参照してください。

username はユーザープール内で一意である必要があります。username は再利用できますが、削除され
て使用されなくなった場合のみです。

ログイン属性のカスタマイズ
ユーザープールを作成するときに、ユーザーが E メールアドレスまたは電話番号をユーザー名として使用
してサインアップおよびサインインできるようにする場合は、ユーザー名属性を設定できます。また、エ
イリアス属性を設定してユーザーに選択肢を与えることもできます。サインアップするときに複数の属性
を含めて、ユーザー名、優先ユーザー名、E メールアドレス、または電話番号でサインインできます。

Important

ユーザープールを作成した後は、この設定を変更することはできません。

エイリアス属性とユーザー名属性の選択方法

要件 エイリアス属性 ユーザー名属性

Users have multiple sign-in 
attributes

Yes¹ No²

Users must verify email address 
or phone number before they can 
sign in with it

Yes No

Prevent
UsernameExistsException
when user signs up

Yes No

Can assign the same sign-in 
attribute to more than one user

Yes³ No

¹ 使用可能なサインイン属性は、ユーザー名、E メールアドレス、電話番号、および優先ユーザー名です。

² E メールアドレスおよび電話番号を使用してサインインできます。

³ 属性を確認した最後のユーザーのみが、その属性を使用してサインインできます。

オプション 1: 複数のログイン属性 (エイリアス属性)

ユーザーがサインイン時にユーザー名やその他の属性値を入力することを選択できるようにするには、エ
イリアスを有効にすることができます。デフォルトでは、ユーザーは各自のユーザー名とパスワードでサ
インインします。ユーザー名はユーザーが変更できない固定値です。属性をエイリアスとしてマーキング
すると、ユーザーはユーザー名の代わりにその属性を使用してサインインできます。E メールアドレス、
電話番号、および任意ユーザー名属性は、エイリアスレコードとしてマーキングできます。例えば、E 
メールと電話をユーザープールのエイリアスとして選択すると、そのユーザープールのユーザーは、自分
のユーザー名、E メールアドレス、または電話番号とパスワードを使ってサインインできます。
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エイリアス属性を選択するには、ユーザープールを作成するときに [User name] (ユーザー名) と 1 つ以上
の追加のサインインオプションを選択します。

Note

大文字と小文字を区別しないようにユーザープールを設定すると、ユーザーは小文字または大文
字を使用してサインアップ、またはエイリアスを使用してサインインできるようになります。詳
細については、Amazon Cognito API リファレンスの「CreateUserPool」を参照してください。

エイリアスとして E メールアドレスを選択した場合、Amazon Cognito は有効な E メールアドレス形式
と一致するユーザー名を受け入れません。同様に、電話番号をエイリアスとして選択した場合、Amazon 
Cognito は、有効な電話番号形式に一致するユーザープールのユーザー名を受け入れません。

Note

エイリアス値は、ユーザープール内で一意にする必要があります。エイリアスがメールアドレ
スまたは電話番号に設定される場合、指定される値は 1 つのアカウントのみで検証状態になり
ます。サインアップ時に E メールアドレスまたは電話番号をエイリアス値として指定し、別の
ユーザーがそのエイリアス値を既に使用している場合、登録は成功します。ただし、ユーザー
がこの E メール (または電話番号) を持つアカウントを確認して有効なコードを入力しようとす
る場合、Amazon Cognito は、AliasExistsException エラーを返します。エラーは、この 
E メールアドレス (または電話番号) を持つアカウントが既に存在していることを示します。こ
の時点で、ユーザーは新しいアカウントの作成を中止して、古いアカウントのパスワードのリ
セットを試すことができます。ユーザーが新しいアカウントの作成を続行する場合は、アプリは
forceAliasCreation オプションを使用して ConfirmSignUp API を呼び出す必要がありま
す。forceAliasCreation を使用する ConfirmSignUp は、エイリアスを前のアカウントから
新しく作成されたアカウントに移動し、前のアカウントで未確認の属性をマークします。

ユーザーが電話番号および E メールアドレスを確認した後、電話番号および E メールアドレスのみがユー
ザーのアクティブエイリアスになります。エイリアスとしてこれらを使用する場合は、E メールアドレス
と電話番号の自動確認を選択することをお勧めします。

ユーザーがサインアップするときに、E メールアドレスおよび電話番号の属性の
UsernameExistsException エラーを防ぐために、エイリアス属性を選択します。

preferred_username 属性をアクティブにして、username 属性値が変更されていないときに、ユー
ザーがサインインに使用するユーザー名を変更できるようにします。このユーザーエクスペリエンスを
セットアップする場合は、新しい username 値を preferred_username として送信し、エイリアスと
して preferred_username を選択します。こうすることで、ユーザーは入力した新しい値でサインイン
できます。preferred_username がエイリアスとして選択された場合、ユーザーはアカウントが確認さ
れている場合にのみ、値を指定できます。登録時にはこの値は指定できません。

ユーザーがユーザー名を使用してサインアップする場合、ユーザーが次の 1 つ以上のエイリアスを使用し
てサインインできるかどうかを選択できます。

• 検証済みの E メールアドレス
• 検証済みの電話番号
• 優先ユーザー名

これらのエイリアスはユーザーがサインアップした後に変更できます。
Important

ユーザープールがエイリアスによるサインインをサポートしている場合、ユーザーを認証または
検索するときに、サインイン属性のいずれかを使用してユーザーを特定することは避けてくださ
い。固定値のユーザー識別子 sub は、ユーザーのアイデンティティを示す唯一の一貫した指標で
す。

エイリアスを使用してサインインできるように、ユーザープールを作成する場合は、次の手順を含めま
す。
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ユーザーが優先ユーザー名でサインインできるようにユーザープールを設定するには

1. AWS Management Console の Amazon Cognito に移動します。コンソールからプロンプトが表示され
たら、AWS 認証情報を入力します。

2. [User Pools] (ユーザープール) を選択します。
3. ページの右上隅にある [Create a user pool] (ユーザープールを作成する) を選択して、ユーザープール

作成のウィザードを開始します。
4. [Configure sign-in experience] (サインインエクスペリエンスを構成する) で、ユーザープールに関連付

けるアイデンティティの [Provider types] (プロバイダーのタイプ) を選択します。
5. [Cognito user pool sign-in options] (Cognito ユーザープールのサインインオプション) で、[User name]

(ユーザー名)、[Email] (E メール)、および [Phone number] (電話番号) のお好きな組み合わせを選択し
ます。

6. [User name requirements] (ユーザー名の要件) で、[Allow users to sign in with a preferred user name]
(優先ユーザー名を使用したサインインを許可する) を選択して、ユーザーがサインイン時に代替ユー
ザー名を設定できるようにします。

7. [Next] (次へ) をクリックし、ウィザードのすべての手順を完了します。

オプション 2: サインイン属性 (ユーザー名属性) としての E メールアドレスまたは電話番号

ユーザー名として E メールアドレスまたは電話番号でユーザーがサインアップする場合、E メールアドレ
スのみ、電話番号のみ、またはいずれか一方でもサインアップできるようにするかを選択することができ
ます。

ユーザー名属性を選択するには、ユーザープールを作成するときに、サインインオプションとして [User 
name] (ユーザー名) を選択しないでください。

E メールまたは電話番号は一意である必要があり、別のユーザーによって既に使用されていてはなりませ
ん。これを検証する必要はありません。ユーザーが E メールアドレスまたは電話番号を使用してサイン
アップした後、ユーザーは同じ E メールアドレスまたは電話番号を使用して新しいアカウントを作成する
ことはできません。ユーザーは既存のアカウントを (必要に応じてパスワードをリセットして) 再利用でき
るだけです。ただし、ユーザーは E メールアドレスまたは電話番号を新しい E メールアドレスまたは電話
番号に変更できます。E メールアドレスまたは電話番号が既に使用中ではない場合は、それが新しいユー
ザー名となります。

Note

ユーザーが E メールアドレスをユーザー名として使用してサインアップした場合、ユーザー名を
別の E メールアドレスに変更できますが、電話番号に変更することはできません。電話番号でサ
インアップする場合は、ユーザー名を別の電話番号を変更できますが、E メールアドレスに変更
することはできません。

次のステップを使用して、ユーザープール作成のプロセス中に、E メールアドレスまたは電話番号を使用
したサインアップおよびサインインをセットアップします。

E メールアドレスまたは電話番号を使用したサインアップとサインインをユーザープールで設定
するには

1. AWS Management Console の Amazon Cognito に移動します。コンソールからプロンプトが表示され
たら、AWS 認証情報を入力します。

2. [User Pools] (ユーザープール) を選択します。
3. ページの右上隅にある [Create a user pool] (ユーザープールを作成する) を選択して、ユーザープール

作成のウィザードを開始します。
4. [Cognito user pool sign-in options] (Cognito ユーザープールのサインインオプション) で、ユーザーが

サインインに使用することを許可する属性を表す [Email] (E メール)、および [Phone number] (電話番
号) から任意の組み合わせを選択します。
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5. [Next] (次へ) をクリックし、ウィザードの残りのステップを完了します。

Note

E メールアドレスまたは電話番号をユーザープールの必須属性としてマークする必要はありませ
ん。

アプリケーションでオプション 2 を実装する

1. CreateUserPool API を呼び出してユーザープールを作成します。UserNameAttributes パラ
メータを phone_number、email、または phone_number | email に設定します。

2. SignUp API を呼び出して、E メールアドレスまたは電話番号を API の username パラメータに渡し
ます。この API によって次の処理が実行されます。

• [username] 文字列が有効な E メールアドレス形式の場合、ユーザープールは自動的にユーザーの
email 属性に username 値を入力します。

• [username] 文字列が有効な電話番号形式の場合、ユーザープールは自動的にユーザーの
phone_number 属性に username 値を入力します。

• username 文字列形式が E メールアドレスまたは電話番号の形式ではない場合は、SignUp API か
ら例外が返されます。

• SignUp API によってユーザーの永続的な UUID が生成され、内部でイミュータブルなユーザー名
属性として使用されます。この UUID は、ユーザー ID トークン内の sub クレームと同じ値です。

• username 文字列に含まれている E メールアドレスまたは電話番号が既に使用されている場
合、SignUp API によって例外が返されます。

ListUsers API を除くすべての API で、E メールアドレスまたは電話番号をエイリアスとしてユーザー
名の代わりに使用できます。ListUsers を呼び出すと、email または phone_number 属性で検索でき
ます。username で検索する場合は、エイリアスではなく、実際のユーザー名を指定する必要がありま
す。

カスタム属性
ユーザープールには、カスタム属性を最大 50 まで追加できます。カスタム属性の最小長または最大長を
指定できます。ただし、すべてのカスタム属性の最大長は 2048 文字以下にする必要があります。

各カスタム属性には以下の特徴があります。

• 文字列または数値として定義できます。Amazon Cognito は ID トークンにカスタム属性値を文字列とし
てのみ書き込みます。

• ユーザーが属性の値を提供することを要求することはできません。
• ユーザープールに追加した後で、削除または変更することはできません。
• 属性名の文字長は、Amazon Cognito が受け入れる制限内です。詳細については、「Amazon Cognito の

クォータ (p. 566)」を参照してください。
• 変更可能またはイミュータブルとすることができます。ユーザーを作成するときに、イミュータブル属

性に値を書き込むことができます。アプリクライアントがその属性に対する書き込み権限を持っている
場合、変更可能な属性の値を変更できます。詳細については、「属性の権限と範囲 (p. 267)」を参照し
てください。

Note

コードおよび ロールベースアクセスコントロール (p. 336) のルールの設定で、カスタム属性は
標準属性と区別するために、custom: プレフィックスを必要とします。

以下の手順を使用して、新しくカスタム属性を作成します。

266



Amazon Cognito デベロッパーガイド
属性

コンソールを使用してカスタム属性を追加する

1. AWS Management Console の Amazon Cognito に移動します。コンソールからプロンプトが表示され
たら、AWS 認証情報を入力します。

2. [User Pools] (ユーザープール) を選択します。
3. リストから存在するユーザープールを 1 つ選択します。
4. [Sign-up experience] (サインアップエクスペリエンス) タブをクリックして、[Custom attributes] (カス

タム属性) セクションで、[Add custom attributes] (カスタム属性を追加する) を選択します。
5. [Add custom attributes] (カスタム属性を追加する) のページで、新しい属性に関する以下の詳細情報を

入力します。

• 名前を入力します。
• [Type] (タイプ) (文字列または数値) を選択します。
• 最小文字列の長さまたは数値を入力します。
• 最大文字列の長さまたは数値を入力します。
• ユーザーが初期値を設定した後で、カスタム属性の値を変更する権限をユーザーに付与する場合

は、[Mutable] (変更可能) を選択します。
6. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

属性の権限と範囲
各アプリクライアントで、各ユーザー属性に読み取りと書き込み権限を設定できます。これにより、ユー
ザー用に保存する各属性の読み取りおよび変更に必要なアプリによるアクセスを制御できます。例えば、
ユーザーが有料サービスを利用しているお客様であるかどうかを示すカスタム属性があるとします。アプ
リでこの属性は表示できますが、直接変更することはできません。代わりに、管理ツールまたはバックグ
ラウンドプロセスを使用してこの属性を更新します。ユーザー属性の権限は、Amazon Cognito コンソー
ル、Amazon Cognito API、または AWS CLI から設定できます。デフォルトでは、新しいカスタム属性を
利用する前に、読み取り/書き込みの許可を設定する必要があります。Amazon Cognito コンソールで新し
いアプリケーションクライアントを作成すると、デフォルトでは、すべての標準属性とカスタム属性に対
する読み取り/書き込み許可がアプリケーションに付与されます。アプリケーションに対する情報を必要な
量のみに制限するには、アプリケーションが必要とするスコープのサブセットを選択します。

コンソールを介して属性の権限を更新するには

1. AWS Management Console の Amazon Cognito に移動します。コンソールからプロンプトが表示され
たら、AWS 認証情報を入力します。

2. [User Pools] (ユーザープール) を選択します。
3. リストから既存するユーザープールを 1 つ選択します。
4. [App integration] (アプリケーションの統合) タブ、[App clients] (アプリケーションクライアント) セク

ションで、リストからアプリケーションクライアントを選択します。
5. [Attribute read and write permissions] (属性の読み込みおよび書き込みアクセス許可) セクション

で、[Edit] (編集) を選択します。
6. [Edit attribute read and write permissions] (属性の読み込みおよび書き込みアクセス権限を編集) ページ

で、読み取りおよび書き込み権限を設定し、[Save changes] (変更の保存) を選択します。

カスタム属性を使用して、アプリクライアントごとに以上の手順を繰り返します。

アプリごとに、属性を読み取り可能または書き込み可能とマークできます。これは、標準属性とカスタム
属性の両方に当てはまります。アプリは、読み取り可能とマークされた属性を読み取ることができ、書
き込み可能とマークされた属性を書き込むことができます。アプリが書き込み可能ではない属性を更新し
ようとすると、アプリは NotAuthorizedException 例外を取得します。GetUser を呼び出したアプリ
は、そのアプリが読み取り可能な属性のみ受け取ります。アプリからのユーザーの ID トークンには、読
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み取り可能な属性に対応するクレームのみが含まれます。ユーザープールの必須属性は常に書き込み可能
です。AWS CLI または管理 API を使用して書き込み可能な属性を設定したが、必須属性を指定しない場
合、InvalidParameterException 例外が返されます。

ユーザープールを作成した後、属性の権限と範囲を変更できます。

ユーザープールのパスワードの追加要件
アプリユーザーの強力なパスワードを作成するには、8 文字を最小長とするパスワードを指定します ま
た、大文字、数字、特殊文字が必要です。複雑なパスワードは推測するのが難しいです。セキュリティの
ベストプラクティスとして、これらを使用することをお勧めします。

パスワードには、次の文字を使用できます。

• 大文字と小文字の 基本的なラテン 文字
• 数字
• 以下のセクションにリストされている特殊文字

パスワードポリシーの作成
[サインイン体験] タブの AWS Management Console のパスワードポリシーで以下の要件を指定できま
す。

• パスワードの最小長は 6 文字以上、99 文字以下です。これは、ユーザーが設定できる最短のパスワード
です。Amazon Cognito のパスワードは最大 256 文字にすることができます。

• ユーザーは、次のタイプの文字の少なくとも 1 つを含むパスワードを作成する必要があります。
• 数値
• 以下のセットの特殊文字 スペース文字も特殊文字として扱われます。

^ $ * . [ ] { } ( ) ? " ! @ # % & / \ , > < ' : ; | _ ~ ` = + -
• 大文字のベーシックラテン文字
• 小文字のベーシックラテン文字

ユーザーのサインアップと管理者作成の設定
ユーザープールで管理者作成ユーザーポリシーを設定できます。この設定により、ユーザーがサインアッ
プできるかどうか、ユーザーを作成するかどうかが決まります。また、ユーザーが自分のユーザーアカウ
ントを確認できなくなるまでの時間も設定します。

• 認証されていない SignUp API を使用して新しいアカウントを生成することをユーザーに許可する場合
は、[サインアップエクスペリエンス] タブの [セルフサービスのサインアップ] で、[自己登録] を [有効]
に設定します。自己登録を無効にした場合は、AdminCreateUser アクセス許可を持つ IAM 認証情報で
署名した AdminCreateUser API リクエストでのみ新しいユーザーを作成できます。自己登録が無効に
なっているユーザープールでは、SignUp API リクエストが NotAuthorizedException を返します。

• [サインアップエクスペリエンス] タブの [パスワードポリシー] で、[管理者が設定した一時パスワー
ドの有効期限] の値を設定します。この期間が過ぎると、AdminCreateUser API リクエストで作
成した新しいユーザーは、サインインして新しいパスワードを設定できなくなります。デフォルト
設定は、管理者またはユーザーがアカウントを作成した日から 7 日です。最大の設定値は 365 日
です。期限切れのユーザーアカウントのアクセスをリセットするには、自動検証属性を更新する
か、AdminResetUserPassword API リクエストを送信します。

Note

ユーザーがログインすれば、そのアカウントの有効期限が切れることはありません。
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ユーザープールの削除保護
管理者が誤ってユーザープールを削除しないようにするには、削除保護を有効にします。削除保護が
有効になっている場合は、ユーザープールを削除する前に削除の確認を行う必要があります。AWS 
Management Console でユーザープールを削除すると、同時に削除保護を無効化できます。次の画像に示
すように、削除保護を無効にするプロンプトに応じて削除の意思を確認すると、Amazon Cognito がユー
ザープールを削除します。

Amazon Cognito API リクエストを使用してユーザープールを削除する場合は、まず UpdateUserPool リ
クエストで DeletionProtection を Inactive に変更する必要があります。削除保護を無効にしな
いと、Amazon Cognito は InvalidParameterException エラーを返します。削除保護を無効にする
と、DeleteUserPool リクエストでユーザープールを削除できます。

Amazon Cognito は、AWS Management Console で新しいユーザープールの作成時に、デフォルトで削除
保護を有効にします。CreateUserPool API を使用してユーザープールを作成すると、削除保護はデフォ
ルトで無効になります。AWS CLI または AWS SDK で作成したユーザープールでこの機能を使用するに
は、DeletionProtection パラメータを True に設定します。

Amazon Cognito コンソールの [User pool settings] (ユーザープール設定) タブにある [Deletion protection]
(削除保護) コンテナで、削除保護ステータスを有効または無効にすることができます。

削除保護を設定するには

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。AWS 認証情報を求められる場合があります。
2. [User Pools] (ユーザープール) を選択します。
3. リストから既存のユーザープールを選択するか、ユーザープールを作成します。
4. [User pool settings] (ユーザープール設定) タブを選択します。[Deletion Protection] (削除保護) を見つ

け、[Activate] (有効化) または [Deactivate] (無効化) を選択します
5. 次のダイアログで選択を確定します。

E メールまたは電話による検証の設定
E メールまたは電話による確認の設定は、[メッセージング] タブで選択できます。多要素認証 (MFA) の詳
細については、「SMS テキストメッセージ MFA (p. 235)」を参照してください。
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Amazon Cognito は、SMS メッセージの送信に Amazon SNS を使用します。Amazon Cognito や他の 
AWS のサービス から SMS メッセージを送信したことがない場合、Amazon SNS はアカウントを SMS 
サンドボックスに配置する場合があります。アカウントをサンドボックスから本番環境に削除する前に、
検証済みの電話番号にテストメッセージを送信することをお勧めします。さらに、米国の宛先電話番号に 
SMS メッセージを送信する場合は、Amazon Pinpoint から発信元 ID または送信者 ID を取得する必要があ
ります。SMS メッセージ用に Amazon Cognito ユーザープールを設定するには、「Amazon Cognito ユー
ザープール用の SMS メッセージ設定 (p. 210)」を参照してください。

Amazon Cognito は、E メールアドレスまたは電話番号を自動的に検証できます。この検証を行うため
に、Amazon Cognito は検証コードまたは検証リンクを送信します。E メールアドレスの場合、Amazon 
Cognito は、コードまたはリンクを E メールメッセージで送信できます。Amazon Cognito コンソールの
[メッセージング] タブで [検証メッセージ] テンプレートを編集するときに、検証タイプとしてコードまた
はリンクを選択できます。詳細については、「E メール検証メッセージのカスタマイズ (p. 274)」を参照
してください。

電話番号の場合、Amazon Cognito は、コードを SMS テキストメッセージで送信します。

Amazon Cognito は、ユーザーを確認し、パスワードを忘れた場合の回復を支援するために、電話番号ま
たは E メールアドレスを検証する必要があります。または、サインアップ前の Lambda トリガーまたは
AdminConfirmSignUp API オペレーションを使用することで、ユーザーを自動的に確認できます。詳細に
ついては、「ユーザーアカウントのサインアップと確認 (p. 173)」を参照してください。

確認コードまたはリンクは 24 時間有効です。

E メールアドレスや電話番号の検証を必須とした場合、Amazon Cognito はユーザーのサインアップ時に
自動的に検証コードまたはリンクを送信します。ユーザープールに カスタム SMS 送信者の Lambda トリ
ガー (p. 164) または カスタム E メール送信者の Lambda トリガー (p. 160) を設定すると、その関数が
代わりに呼び出されます。

メモ

• 電話番号の検証に SMS テキストメッセージングを使用すると、Amazon SNS の料金が別途請
求されます。E メールメッセージを送信しても料金はかかりません。Amazon SNS の料金につ
いては、「Worldwide SMS Pricing」を参照してください。SMS メッセージを利用可能な国の
最新のリストについては、「サポートされるリージョンと国」を参照してください。

• Amazon Cognito からの E メールメッセージを生成するアプリ内のアクションをテストすると
きは、Amazon Cognito がハードバウンスを発生させずに送信できる実際の E メールアドレス
を使用してください。詳細については、「the section called “アプリケーションのテスト中に E 
メールを送信する” (p. 181)」を参照してください。

• パスワードを忘れた場合のフローでは、ユーザーのメールまたはユーザーの電話番号が検証さ
れる必要があります。

Important

ユーザーが電話番号と E メールアドレスの両方にサインアップし、ユーザープール設定で両方
の属性の確認が必要な場合は、Amazon Cognito は、検証コードを SMS メッセージ経由で電話
番号に送信します。Amazon Cognito はまだ E メールアドレスを検証していないため、アプリは
GetUser を呼び出して、E メールアドレスが検証待ちかどうかを確認する必要があります。検証
が必要な場合、アプリは、GetUserAttributeVerificationCode を呼び出し、E メール検証フローを
開始する必要があります。その後、VerifyUserAttribute を呼び出して検証コードを送信する必要が
あります。

AWS アカウント および個々のメッセージの SMS メッセージ支出クォータを調整できます。制限は SMS 
メッセージを送信するコストにのみ適用されます。詳細については、Amazon SNS よくある質問の「アカ
ウントレベルとメッセージレベルの支出クォータとは何ですか。また、どのように機能しますか。」を参
照してください。

Amazon Cognito は、ユーザープールを作成した AWS リージョン または次の表からレガシー Amazon 
SNS 代替リージョンのいずれかで、Amazon SNS リソースを使用して SMS メッセージを送信します。
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例外は、アジアパシフィック (ソウル) リージョンの Amazon Cognito ユーザープールです。これらのユー
ザープールは、アジアパシフィック (東京) リージョンで Amazon SNS 設定を使用します。詳細について
は、「Amazon SNS SMS メッセージの場合は、AWS リージョン を選択します。 (p. 211)」を参照して
ください。

Amazon Cognito リージョン レガシー Amazon SNS 代替リージョン

米国東部 (オハイオ) 米国東部 (バージニア北部)

アジアパシフィック (ムンバイ) アジアパシフィック (シンガポール)

アジアパシフィック (ソウル) アジアパシフィック (東京)

カナダ (中部) 米国東部 (バージニア北部)

欧州 (フランクフルト) ヨーロッパ (アイルランド)

欧州 (ロンドン) 欧州 (アイルランド)

例: Amazon Cognito のユーザープールがアジアパシフィック (ムンバイ) にあり、ap-southeast-1 で使用制
限を引き上げている場合は、ap-south-1 で別途引き上げる要求をしないでください。代わりに、アジアパ
シフィック (シンガポール) で Amazon SNS リソースを使用できます。

E メールアドレスと電話番号の更新を検証する
E メールアドレスまたは電話番号の属性は、ユーザーが値を変更した直後にアクティブになり、検証され
ない場合があります。Amazon Cognito は、Amazon Cognito が属性を更新する前に、ユーザーに新しい値
を検証するように要求することもできます。ユーザーが新しい値を最初に検証することを要求する場合、
新しい値を検証するまでは、サインインおよびメッセージの受信に元の値を使用することができます。

ユーザーがユーザープールの E メールアドレスまたは電話番号をサインインエイリアスとして使用できる
場合、更新された属性のサインイン名は、更新された属性の検証が必要かどうかによって異なります。更
新された属性を検証する必要がある場合、新しい値を検証するまで、ユーザーは元の属性値を使用してサ
インインできます。更新された属性を検証する必要がない場合、新しい値を検証するまで、ユーザーは新
しい属性値または元の属性値でサインインまたはメッセージを受信することはできません。

例えば、ユーザープールでは、E メールアドレスのエイリアスでのサインインが許可され、ユーザー
が更新時に E メールアドレスを検証する必要があるとします。sue@example.com としてサインイ
ンしている Sue は、自分の E メールアドレスを sue2@example.com に変更しようとしましたが、
誤って ssue2@example.com と入力してしまいました。Sue は確認用の E メールを受信していないの
で、ssue2@example.com を検証することができません。sue@example.com としてサインインし、ア
プリでフォームを再送信して、E メールアドレスを sue2@example.com に更新します。この E メールを
受信し、アプリに確認コードを提供して、sue2@example.com としてサインインを開始します。

ユーザーが E メールアドレスまたは電話番号を更新するときに属性の検証を要求するには

1. Amazon Cognito コンソールにサインインします。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力
します。

2. ナビゲーションペインで [User Pools] (ユーザープール) を選択してから、編集するユーザープールを
選択します。

3. [Sign-up experience] (サインアップエクスペリエンス) タブで、[Attribute verification and user account 
confirmation] (属性の検証とユーザーアカウントの確認) から [Edit] (編集) を選択します。

4. [Keep original attribute value active when an update is pending] (更新が保留中の場合、元の属性値を
アクティブに保つ) を選択します。

5. [Active attribute values when an update is pending] (更新が保留中の場合にアクティブな属性値) か
ら、Amazon Cognito が値を更新する前にユーザーに検証を要求する属性を選択します。
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6. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

Amazon Cognito API で属性更新の検証を要求するには、UpdateUserPool リクエストで
RequireAttributesVerifiedBeforeUpdate パラメータを設定します。

SMS メッセージを代理送信するために Amazon Cognito を承認
します。
SMS メッセージをユーザーに代理送信するには、Amazon Cognito に許可が必要です。その権限を付与す
るには、AWS Identity and Access Management(IAM) ロールを作成します。Amazon Cognito コンソール
の [メッセージング] タブの [SMS] で、[編集] を選択してロールを設定します。

SMS と E メール検証メッセージおよびユーザー招待
メッセージの設定
[メッセージング] タブの [メッセージテンプレート] で、以下をカスタマイズできます。

• SMS テキストメッセージ多要素認証 (MFA) メッセージ
• SMS と E メールの検証メッセージ
• E メールの検証タイプ (コードまたはリンク)
• ユーザーの招待メッセージ
• ユーザープールを介するメールの FROM および REPLY-TO E メールアドレス

Note

SMS と電子メールの確認メッセージのテンプレートは、[検証] タブで電話番号と E メールの確認
を要求するよう選択した場合にのみ表示されます。同様に、SMS MFA メッセージのテンプレー
トは、MFA 設定が [required] (必要) または [optional] (任意) の場合にのみ表示されます。

トピック
• メッセージテンプレート (p. 272)
• SMS メッセージのカスタマイズ (p. 273)
• E メール検証メッセージのカスタマイズ (p. 274)
• ユーザー招待メッセージのカスタマイズ (p. 274)
• E メールアドレスのカスタマイズ (p. 274)
• Amazon SES E メールを代理送信するための Amazon Cognito の承認 (カスタム REPLY-TO E メール

アドレスからの送信) (p. 275)

メッセージテンプレート
メッセージテンプレートを使用すると、対応する値が置き換わるプレースホルダーを使用して、メッセー
ジにフィールドを挿入することができます。

テンプレートのプレースホルダー

説明 トークン

確認コード {####}

一時パスワード {####}

ユーザー名 {username}
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Note

検証 E メールメッセージに {username} プレースホルダーを使用することはできませ
ん。AdminCreateUser オペレーションで生成する招待 E メールメッセージで {username} プ
レースホルダーを使用できます。これらの招待 E メールメッセージには 2 つのプレースホルダー
を使用します。{username} というユーザー名、{####} という一時パスワードです。

アドバンスドセキュリティのテンプレートのプレースホルダーを使用して、以下を行うことができます。

• IP アドレス、市、国、サインイン時間、デバイス名など、イベントに関する具体的な詳細を記載しま
す。Amazon Cognito のアドバンスドセキュリティ機能は、これらの詳細を分析できます。

• ワンクリックリンクが有効であるかどうかを確認します。
• イベント ID、フィードバックトークン、およびユーザー名を使用して独自のワンクリックリンクを構築

します。

Note

ワンクリックリンクを生成し、アドバンスドセキュリティ E メールテンプレートで{one-
click-link-valid} および {one-click-link-invalid} プレースホルダーを使用するに
は、ユーザープール用にドメインがすでに設定されている必要があります。

アドバンスドセキュリティのテンプレートのプレースホルダー

説明 トークン

IP アドレス {ip-address}

City {city}

Country {country}

ログイン時間 {login-time}

デバイス名 {device-name}

オンクリックリンクが有効 {one-click-link-valid}

オンクリックリンクが無効 {one-click-link-invalid}

イベント ID {event-id}

フィードバックトークン {feedback-token}

SMS メッセージのカスタマイズ
Note

新しい Amazon Cognito コンソールエクスペリエンスでは、[Message templates] (メッセージテ
ンプレート) の見出しの下にある、 [Messaging] (メッセージング)タブで SMS メッセージをカス
タマイズできます。

[SMS 検証メッセージをカスタマイズしますか?] ヘッダーの下のテンプレートを編集して、多要素認証 
(MFA) 認証用の SMS メッセージをカスタマイズできます。

Important

カスタムメッセージには、{####}プレースホルダーを含む必要があります。このプレースホル
ダーは、メッセージが送信される前に認証コードへ置き換えられます。
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E メールの場合、メッセージの最大長は認証コードを含めて UTF-8 で 140 文字です。メッセージの最大長
は認証コードを含めて UTF-8 で 140 文字です。

SMS 検証メッセージのカスタマイズ
[SMS 検証メッセージをカスタマイズしますか?] ヘッダーの下のテンプレートを編集して、電話番号認証
用の SMS メッセージをカスタマイズできます。

Important

カスタムメッセージには、{####}プレースホルダーを含む必要があります。このプレースホル
ダーは、メッセージが送信される前に検証コードへ置き換えられます。

メッセージの最大長は検証コードを含めて UTF-8 で 140 文字です。

E メール検証メッセージのカスタマイズ
Amazon Cognito でユーザープール内のユーザーの E メールアドレスを確認するには、ユーザーが選択で
きるリンクを記載した E メールメッセージをユーザーに送信するか、ユーザーが入力できるコードを送信
します。

E メールアドレス検証メッセージの E メールの件名とメッセージ内容をカスタマイズするには、ユーザー
プールの [メッセージング] タブで [検証メッセージ] テンプレートを編集します。[検証メッセージ] テンプ
レートを編集するときに、検証タイプとしてコードまたはリンクを選択できます。

検証タイプとしてコードを選択した場合、カスタムメッセージには {####} プレースホルダーを含める必
要があります。メッセージを送信するときに、検証コードはこのプレースホルダーを置き換えます。

検証タイプとしてリンクを選択した場合、カスタムメッセージにはプレースホルダーを {##Verify 
Your Email##} の形式で含める必要があります。プレースホルダー文字間のテキスト文字列
は、{##Click here##} のように変更できます。E メールを検証するというタイトルの検証リンは、こ
のプレースホルダーを置き換えます。

E メール検証メッセージのリンクは、ユーザーを次の例のような URL に誘導します。

https://<your user pool domain>/confirmUser/?
client_id=abcdefg12345678&user_name=emailtest&confirmation_code=123456

メッセージの最大長は検証コード (ある場合) を含めて UTF-8 で 20,000 文字です。このメッセージで
は、HTML タグを使用してコンテンツの書式を設定できます。

ユーザー招待メッセージのカスタマイズ
Amazon Cognito が SMS または E メールメッセージを使用して新規ユーザーに送信するユーザー招待メッ
セージをカスタマイズするには、[メッセージング] タブの []招待メッセージ] テンプレートを編集します。

Important

カスタムメッセージには、{username} および {####} のプレースホルダーを含む必要がありま
す。Amazon Cognito が招待メッセージを送信すると、これらのプレースホルダーはユーザーの
ユーザー名とパスワードに置き換えられます。

SMS メッセージの最大長は検証コードを含めて UTF-8 で 140 文字です。E メールメッセージの最大長は
検証コードを含めて UTF-8 で 20,000 文字です。E メールメッセージに HTML タグを使用して、コンテン
ツの書式を設定できます。

E メールアドレスのカスタマイズ
デフォルトでは、Amazon Cognito は、no-reply@verificationemail.com からユーザープール内のユーザー
に E メールメッセージを送信します。no-reply@verificationemail.com の代わりにカスタムの FROM と 
REPLY-TO メールアドレスを指定するか選択できます。
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FROM と REPLY-TO の E メールアドレスをカスタマイズするには

1. [Amazon Cognito console] (Amazon Cognito コンソール) に移動し、[User Pools] (ユーザープール) を
選択します。

2. リストから既存のユーザープールを選択するか、ユーザープールを作成します。
3. [Messaging] (メッセージング) タブを選択します。[Email] (E メール) で、[Edit] (編集) を選択します。
4. [SES Region] (SES リージョン)を選択します。
5. 選択した [SES Region] (SES リージョン) の Amazon SES で検証した E メールアドレスリストから

[FROM email address] (FROM E メールアドレス) を選択します。検証済みドメインのメールアドレス
を使用する場合は、AWS Command Line Interface または AWS API で E メール設定を行います。詳
細については、Amazon Simple Email Service デベロッパーガイドの「Amazon SES での E メールア
ドレスとドメインの検証」を参照してください。

6. 選択した[SES Region] (SES リージョン)の構成セットのリストから、[Configuration set] (構成セット) 
を選択します。

7. E メールメッセージ用に、わかりやすい [FROM sender name] (FROM 送信者名) をJohn Stiles 
<johnstiles@example.com>の形式で入力します。

8. 返信先 E メールアドレスをカスタマイズするには、[REPLY-TO email address (返信先 E メールアド
レス)] フィールドに有効な E メールアドレスを入力します。

Amazon SES E メールを代理送信するための Amazon Cognito の
承認 (カスタム REPLY-TO E メールアドレスからの送信)
Amazon Cognito は、デフォルトのアドレスではなく、カスタムの FROM メールアドレスからメールを
送信するように設定できます。カスタムアドレスを使用するには、Amazon SES で検証済みの ID から E 
メールメッセージを送信できる許可を Amazon Cognito に付与する必要があります。ほとんどの場合、送
信承認ポリシーを作成することで許可が付与できます。詳細については、Amazon Simple Email Service 
デベロッパーガイドの「Amazon SES での送信承認の使用」を参照してください。

メールメッセージに Amazon SES の使用許可をユーザープールを設定すると、Amazon Cognito はアカウ
ントに AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdpEmailService ロールを作成して、Amazon SES へ
のアクセスを許可します。AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdpEmailService サービスにリン
クされたロールが使用される場合、送信承認ポリシーは必要ありません。ユーザープールのデフォルト E 
メール機能と、検証済みの Amazon SES ID の両方を FROM アドレスとして使用する場合のみ、送信承認
ポリシーを追加する必要があります。

Amazon Cognito が作成するサービスリンクロールの詳細については、「Amazon Cognito のサービスリン
クロールの使用 (p. 527)」を参照してください。

次の送信承認ポリシーの例では、Amazon SES 検証済み ID を使用するための限定された権限が Amazon 
Cognito に付与されています。Amazon Cognito は、条件 aws:SourceArn のユーザープールと条件
aws:SourceAccount のアカウントの両方に代わって送信する場合にのみ、E メールメッセージを送信で
きます。その他の例については、「Amazon Simple Email Service デベロッパーガイド」の「Amazon SES 
送信承認ポリシーの例」を参照してください。

Note

この例では、「Sid」値はステートメントを一意に識別する任意の文字列です。ポリシー構文の詳
細については、「Amazon Simple Email Service デベロッパーガイド」の「Amazon SES 送信承
認ポリシー」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
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            "Sid": "stmnt1234567891234", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": [ 
                    "email.cognito-idp.amazonaws.com" 
                ] 
            }, 
            "Action": [ 
                "SES:SendEmail", 
                "SES:SendRawEmail" 
            ], 
            "Resource": "<your SES identity ARN>", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "<your account number>" 
                }, 
                "ArnLike": { 
                    "aws:SourceArn": "<your user pool ARN>" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Amazon Cognito コンソールは、ドロップダウンメニューから Amazon SES の ID を選択するときに同様
のポリシーを追加します。CLI または API を使用してユーザープールを設定する場合は、前の例のように
構造化されたポリシーを Amazon SES アイデンティティにアタッチする必要があります。

ユーザープールへのコスト配分タグの追加
[ユーザープールのプロパティ] タブの [タグ] で、コスト配分タグを追加して、AWS コストを分類および追
跡できます。AWS リソース (Amazon Cognito ユーザープールなど) にタグを適用すると、タグ別に集計さ
れた使用状況とコストが AWS のコスト配分レポートに含まれるようになります。自社のカテゴリ (例えば
コストセンター、アプリケーション名、所有者) を表すタグを適用すると、複数のサービスにわたってコ
ストを分類することができます。詳細については、AWS Billing ユーザーガイド の「コスト配分タグの使
用」を参照してください。

タグを追加するには、[タグを管理] を選択し、[タグを追加] または [別のものを追加] を選択します。[タグ
の制限] にリストされている制限に従って、[キー] と [値] を指定します。[変更の保存] を選択してタグを保
存します。

Important

請求レポートにタグを表示するには、適用されたタグを請求コンソールでアクティブ化する必要
があります。詳細については、AWS Billing ユーザーガイドの「ユーザー定義のコスト配分タグの
アクティブ化」を参照してください。

ユーザープールデバイス追跡設定の指定
セキュリティの強化方法としては、ユーザーがログインしているデバイスの追跡があります。このトピッ
クでは、AWS Management Consoleで Amazon Cognito ユーザープールにデバイス追跡を追加する方法に
ついて説明します。

記憶済みデバイスのセットアップ
Amazon Cognito ユーザープールでは、アプリケーションへのアクセスに使用されるデバイスを Amazon 
Cognito に記憶させ、それらの記憶済みデバイスをユーザープール内のアプリケーションユーザーと関連
付けることを選択できます。Multi-Factor Authentication (MFA) を設定した場合に、記憶済みデバイスを使
用してユーザーへのコード送信を停止することを選択することもできます。デバイストラッキング機能を
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使用するには、USER_SRP_AUTH 認証フローを使用する必要があります。記憶済みデバイスを使用して 
MFA を置き換えるには、ユーザープールの MFA も有効にする必要があります。

ユーザープールの [サインインエクスペリエンス] タブの [デバイスの追跡] で、デバイスの記憶を設定
します。Amazon Cognito コンソールを使用して記憶済みデバイス機能をセットアップするときは、[常
に]、[User Opt-In] (ユーザーオプトイン)、および [いいえ] の 3 つのオプションがあります。

• [記憶しない] (デフォルト) — デバイスは記憶されません。
• [常に記憶する] – アプリケーションのユーザーが使用したすべてのデバイスが記憶されます。
• [User Opt-In] (ユーザーオプトイン) – ユーザーがデバイスを記憶するオプションを選択した場合にの

み、ユーザーのデバイスが記憶されます。

[常に記憶する] または [ユーザーオプトイン] のどちらかを選択した場合、ユーザーがそのデバイスで初め
てサインインすると、デバイス識別子 (キーとシークレット) が各デバイスに割り当てられます。このキー
は、デバイスの識別以外には使用されませんが、サービスによって追跡されます。

[常に記憶する] を選択した場合、Amazon Cognito は、ユーザー認証フローの一環として、ユーザーがデバ
イスでサインインするたびに、デバイス識別子 (キーとシークレット) を使用してそのデバイスを認証しま
す。

[ユーザーオプトイン] を選択した場合、アプリケーションのユーザーが選択したときにのみデバイスを記
憶できます。ユーザーが新しいデバイスにサインインすると、追跡開始リクエストからのレスポンスに、
デバイスの記憶の確認をユーザーに求めるかどうかが示されます。ユーザーに確認を求めるユーザーイン
ターフェイスを作成する必要があります。ユーザーがデバイスの記憶を選択した場合、デバイスのステー
タスが「記憶済み」に更新されます。

AWS Mobile SDK には、記憶済みデバイスを表示する (ListDevices、GetDevice)、デバイスを記
憶済みまたは未記憶としてマーク付けする (UpdateDeviceStatus)、およびデバイスの追跡を停止
する (ForgetDevice) ための追加の API があります。REST API には、これらの API の管理者バー
ジョンもあり、昇格された権限を持っているためどのユーザーでも機能します。これらの API に
は、AdminListDevices、AdminGetDevice などの名前が付いています。これらは、SDK によって公開され
ていません。

記憶済みデバイスを使用した多要素認証 (MFA、Multi-Factor 
Authentication) の停止
[常に記憶する] または [ユーザーオプトイン] のどちらかを選択した場合、記憶済みデバイスでは、アプリ
ケーションのユーザーに対する MFA チャレンジを停止することもできます。この機能を使用するには、
ユーザープールで MFA を有効にする必要があります。詳細については、「ユーザープールに MFA を追加
します (p. 233)」を参照してください。

Note

デバイスの記憶機能を [常に] に設定し、[信頼されたデバイスではユーザーが MFA を通過するこ
とを許可] を [はい] に設定すると、リスクに基づく MFA の中/高リスクの MFA 設定は無視されま
す。

ユーザープールのアプリケーションクライアントの設
定
アプリケーションは、認証されていない API 操作を呼び出すための許可を持つユーザープール内のエン
ティティです。認証されていない API オペレーションは、認証されたユーザーを持たないオペレーション
です。この例には、登録、サインイン、忘れたパスワードの処理などの操作があります。これらの API を
呼び出すには、アプリクライアント ID とオプションのクライアントシークレットが必要です。アプリクラ
イアント ID またはシークレットをセキュア化して、認証されたクライアントアプリのみがこれらの認証さ
れていない API を呼び出すことができるようにするのは、お客様の責任です。
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ユーザープールには複数のアプリを作成できます。通常、アプリケーションはアプリケーションのプラッ
トフォームに対応します。例えば、サーバー側アプリケーション用のアプリと、別の Android アプリを作
成することができます。各アプリには独自のアプリのクライアント ID があります。

Amazon Cognito でアプリクライアントを作成する際、標準の OAuth クライアントタイプであるパブリッ
ククライアントと機密クライアントに基づいたオプションを事前に入力できます。クライアントシーク
レットを持つ機密クライアントを設定します。

パブリッククライアント

パブリッククライアントは、ブラウザまたはモバイルデバイスで実行されます。信頼できるサーバー
側リソースがないため、クライアントシークレットはありません。

機密クライアント

機密クライアントには、認証されていない API オペレーションのクライアントシークレットで信頼で
きるサーバー側のリソースがあります。アプリケーションは、バックエンドサーバー上でデーモンま
たはシェルスクリプトとして実行されることがあります。

クライアントシークレット

クライアントシークレットは、アプリクライアントへのすべての API リクエストでアプリ
が使用する必要がある固定文字列です。アプリクライアントには、アプリクライアントに
は、client_credentials 付与を実行するためのクライアントシークレットが必要です。

アプリを作成した後は、シークレットを変更できません。シークレットキーを更新したい場合、新規
のシークレットで新しいアプリケーションを作成できます。また、そのアプリのクライアント ID を使
用するアプリケーションからのアクセスを遮断するためにアプリケーションを削除できます。

パブリックアプリでは、機密クライアントとクライアントシークレットを使用できます。Amazon 
CloudFront プロキシを使用して、転送中の SECRET_HASH を追加します。詳細については、AWSブログ
の「Amazon CloudFront プロキシを使用して Amazon Cognito のパブリッククライアントを保護する」を
参照してください。

アプリケーションクライアント (AWS Management Console) の作成

アプリクライアントを作成する (コンソール)

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力しま
す。

2. [User Pools] (ユーザープール) を選択します。
3. リストから既存のユーザープールを選択するか、ユーザープールを作成します。
4. [App integration] (アプリケーションの統合) タブを選択します。
5. [App clients] (アプリケーションクライアント) で、[Create an app client] (アプリケーションクライア

ントの作成) を選択します。
6. [App type] (アプリケーションタイプ) を選択します。[Public client] (パブリッククライアン

ト)、[Confidential client] (機密保持クライアント)、または [Other] (その他)。
7. [App client name] (アプリケーションクライアント名) を入力します。
8. [クライアントシークレットを生成] を選択して、Amazon Cognito でクライアントシークレットを自動

生成します。クライアントシークレットは通常、機密クライアントに関連付けられます。
9. アプリケーションクライアントで許可したい [Authentication flows] (認証のフロー) を選択します。
10. 認証フローセッション持続期間を設定します。これは、セッショントークンが期限切れになる前に

ユーザーが各認証チャレンジを完了しなければならない期間です。
11. (オプション) トークンの有効期限を設定する場合は、以下の手順を実行します。

a. アプリケーションクライアントの [Refresh token expiration] (トークンの有効期限を更新) を指定
します。デフォルト値は 30 日です。これは、1 時間から 10 年の任意の値に変更できます。

278

http://aws.amazon.com/blogs/security/protect-public-clients-for-amazon-cognito-by-using-an-amazon-cloudfront-proxy/
https://console.aws.amazon.com/cognito/home
https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/cognito-user-pool-as-user-directory.html


Amazon Cognito デベロッパーガイド
アプリクライアント

b. アプリケーションクライアントの [Access token expiration] (アクセストークンの有効期限) を指定
します。デフォルト値は 1 時間です。これは、5 分から 24 時間の任意の値に変更できます。

c. アプリケーションクライアントの [ID token expiration] (ID トークンの有効期限) を指定します。
デフォルト値は 1 時間です。これは、5 分から 24 時間の任意の値に変更できます。

Important

ホストされた UI を使用してトークンの有効期間を 1 時間未満に設定した場合、ユーザー
は、現在 1 時間に固定されているセッション cookie の期間に基づいてトークンを使用で
きるようになります。

12. このアプリケーションクライアントに、[Enable token revocation] (トークンの失効を有効化) するかど
うかを選択してください。これにより、Amazon Cognito が発行するトークンサイズが増加します。

13. このアプリクライアントに対して、[ユーザー存在エラーを防ぐ] かどうかを選択します。Amazon 
Cognito は、ユーザー名またはパスワードのいずれかが間違っているという一般的なメッセージで、
存在しないユーザーのサインインリクエストに応答します。

14. ホストされた UI をこのアプリクライアントで使用する場合は、[ホストされた UI 設定] を設定しま
す。

a. 許可されているコールバック URL を 1 つ以上入力します。これらは、認証が完了したユーザー
を Amazon Cognito でリダイレクトする先のウェブ URL またはアプリ URL です。

b. 許可されているサインアウト URL を 1 つ以上入力します。これらは、ログアウトエンドポイン
ト (p. 594) へのリクエストにおいてアプリで受け入れる URL です。

c. アプリにユーザーをサインインできるようにする ID プロバイダーを 1 つ以上選択します。既存
の IdP の任意の組み合わせを選択できます。ユーザーの認証は、ユーザープールだけで行うこと
も、ユーザープールで設定した 1 つ以上のサードパーティ IdP を使用して行うこともできます。

d. アプリクライアントで受け入れる OAuth 2.0 付与タイプを選択します。

• トークンエンドポイント (p. 587) でトークンと交換できるコードをアプリに渡すには、[認証
コード付与] を選択します。

• ID トークンとアクセストークンをアプリに直接渡すには、[暗黙的な付与] を選択します。暗黙
的な付与フローは、トークンをユーザーに直接公開します。

• ユーザー認証情報ではなく、クライアントシークレットの知識に基づいてアプリにアクセス
トークンを渡すには、[クライアント認証情報] を選択します。クライアント認証情報の付与フ
ローは、認証コード付与フローや暗黙的な付与フローと相互に排他的です。

e. このアプリクライアントでの使用を認可する [OpenID Connect スコープ] を選択します。アクセ
ストークンは、ユーザープール API を使用して aws.cognito.signin.user.admin スコープ
でのみ生成できます。その他のスコープについては、トークンエンドポイント (p. 587) にアク
セストークンをリクエストする必要があります。

f. アプリクライアントで認可するカスタムスコープを選択します。カスタムスコープは、サード
パーティ API へのアクセスを認可するために最もよく使用されます。

15. このアプリクライアントに、属性の読み取りおよび書き込み許可を設定します。アプリクライアント
は、ユーザープールの属性スキーマのすべて、または限定されたサブセットの読み取りと書き込みの
アクセス許可を持つことができます。

16. [Create app client] を選択します。
17. [Client id] (クライアント ID) を書き留めます。これにより、サインアップリクエストとサインインリ

クエストでアプリケーションクライアントを識別します。

ユーザープールでアプリケーションクライアントを作成して更新する (API、AWS CLI)

以下のいずれかを行ってください。アプリクライアントを更新するときは、アプリクライアントの設定全
体をリクエストに含める必要があります。Amazon Cognito は、以前に値を割り当てた場合でも、空白の
構成設定をデフォルト値に設定します。

• API – CreateUserPoolClient および UpdateUserPoolClient 操作を使用します。
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• AWS CLI – コマンドラインで create-user-pool-client および update-user-pool-client コ
マンドを実行します。

ユーザープールの Lambda トリガーの設定
AWS Lambda トリガーを使用して、Amazon Cognito でのワークフローとユーザーエクスペリエンスをカ
スタマイズできます。Lambda トリガーは、サインアップ前、認証前、カスタムメッセージ、認証後、確
認後、認証チャレンジの定義、認証チャレンジの作成、認証チャレンジレスポンスの検証、およびユー
ザー移行のトリガーを作成できます。

ユーザー移行の Lambda トリガーを使用すると、既存のユーザー管理システムからユーザープールへの
ユーザーの移行が簡単になります。

各 Lambda トリガーの例については、「Lambda トリガーを使用したユーザープールワークフローのカス
タマイズ (p. 111)」を参照してください。

Note

[カスタムメッセージ] AWS Lambda トリガーは、E メールと SMS のメッセージをカスタマイズ
する高度な方法です。詳細については、「Lambda トリガーを使用したユーザープールワークフ
ローのカスタマイズ (p. 111)」を参照してください。

ユーザープール分析の設定
Amazon Pinpoint 分析を使用すると、Amazon Cognito ユーザープールへのサインアップ、サインイン、
失敗した認証、デイリーアクティブユーザー数 (DAU)、および月間アクティブユーザー数 (MAU) を追跡で
きます。AWS Mobile SDK for Android または AWS Mobile SDK for iOS を使用して、アプリケーションに
固有のユーザー属性を設定することもできます。これらは、Amazon Pinpoint でユーザーを分割し、的を
絞ったプッシュ通知をユーザーに送信するために使用できます。

[アプリの統合] タブの [アプリクライアントと分析] で、既存のアプリクライアントに移動するか、新し
いアプリクライアントを作成できます。アプリクライアントの設定では、アプリで使用する Amazon 
Pinpoint プロジェクトを指定できます。詳細については、「Amazon Cognito ユーザープールでの Amazon 
Pinpoint 分析の使用 (p. 170)」を参照してください。

Note

Amazon Pinpoint は、北米、ヨーロッパ、アジア、およびオセアニアにある複数の AWS リー
ジョンで利用できます。Amazon Pinpoint リージョンには、Amazon Pinpoint API が含まれて
います。Amazon Pinpoint リージョンが Amazon Cognito でサポートされている場合、Amazon 
Cognito は同じ Amazon Pinpoint リージョン内の Amazon Pinpoint プロジェクトにイベントを送
信します。リージョンが Amazon Pinpoint でサポートされていない場合、Amazon Cognito は us-
east-1 でのイベントの送信のみをサポートします。Amazon Pinpoint の詳細なリージョン情報に
ついては、「Amazon Pinpoint エンドポイントとクォータ」および「Amazon Cognito ユーザー
プールを使用して Amazon Pinpoint 分析を使用する」を参照してください。

分析とキャンペーンを追加する

1. [分析とキャンペーンの追加] を選択します。
2. リストから [Cognito アプリクライアント] を選択します。
3. Amazon Cognito アプリを [Amazon Pinpoint project] (Amazon Pinpoint プロジェクト) にマッピングす

るには、リストから Amazon Pinpoint プロジェクトを選択します。

Note

Amazon Pinpoint プロジェクト ID は、Amazon Pinpoint プロジェクトに固有の 32 文字の文
字列です。これは Amazon Pinpoint コンソールにリストされています。
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複数の Amazon Cognito アプリケーションを単一の Amazon Pinpoint プロジェクトにマッピ
ングできますが、各 Amazon Cognito アプリは 1 つの Amazon Pinpoint プロジェクトにしか
マップできません。
Amazon Pinpoint では、各プロジェクトを単一のアプリにする必要があります。例えば、
ゲームデベロッパーが 2 つのゲームを持っている場合、両方のゲームが同じ Amazon 
Cognito ユーザープールを使用しているとしても、各ゲームを個別の Amazon Pinpoint プロ
ジェクトにする必要があります。

4. ユーザーのために追加のエンドポイントを作成するために Amazon Cognito が Amazon Pinpoint に 
E メールアドレスと電話番号を送信するようにするには、[Share user attribute data with Amazon 
Pinpoint] (Amazon Pinpoint とユーザー属性データを共有する) を選択します。

Note

エンドポイントは、Amazon Pinpoint でプッシュ通知を送信することができるユーザーデ
バイスを一意に識別します。エンドポイントの詳細については、Amazon Pinpoint デベロッ
パーガイドの「Amazon Pinpoint へのエンドポイントの追加」を参照してください。

5. すでに作成した IAM ロールを入力するか、[Create new role] を選択して IAM コンソールで新しいロー
ルを作成します。

6. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。
7. 追加のアプリマッピングを指定するには、[Add app mapping (アプリマッピングの追加)] を選択しま

す。
8. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

ユーザープールのドメイン名の追加
[App integration] (アプリケーションの統合) タブで、Amazon が所有するプレフィックスドメインを作成す
るか、ユーザープールにカスタムドメインを使用します。アプリケーションのプレフィックスドメインは
https://<domain_prefix>.auth.<region>.amazoncognito.com です。

アプリケーションの完全 URL は次の例のようになります。

https://example.auth.us-east-1.amazoncognito.com/login?redirect_uri=https://
www.google.com&response_type=code&client_id=<client_id_value>

詳細については、「ユーザープールのドメインを設定する (p. 55)」を参照してください。

Important

アプリケーションのホストされた UI にアクセスする前に、コールバックやリダイレクト URL な
どのアプリケーションクライアント設定を指定する必要があります。詳細については、「ユー
ザープールのアプリケーションクライアントの設定 (p. 277)」を参照してください。

ドメインを設定する

1. ユーザープール用の [App integration] (アプリケーションの統合) タブに移動します。
2. [Domain] (ドメイン) の [Actions] (アクション) を選択し、[Create custom domain] (カスタムドメイン

の作成) または [Create Cognito domain] (Cognitoドメインの作成) を選択します。ユーザープールドメ
インを既に構成している場合は、新しいカスタムドメインを作成する前に、[Delete Cognito domain]
(Cognitoドメインの削除) または [Delete custom domain] (カスタムドメインの削除) を選択します。

3. 使用可能なドメインプレフィックスを入力して、Cognito domain (Cognito ドメイン) と使用します。
プレフィックスに文字列 aws、amazon、または cognito を含めることはできません。[Custom 
domain] (カスタムドメイン) のセットアップに関する詳細については、「ホストされた UI で所有する
ドメインを使用する」を参照してください。

4. [Create] (作成) を選択します。
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組み込みアプリケーションの UI をユーザーのサイン
アップおよびサインイン用にカスタマイズする
[App integration] (アプリケーションの統合)タブの [Hosted UI customization] (ホストされた UI のカスタマ
イズ) を使用して、デフォルトのアプリ UI に独自のカスタム設定を追加できます。

アプリケーションクライアントのホストされた UI をカスタマイズすることもできます。[App integration]
(アプリケーションの統合) タブからアプリケーションクライアントを選択して、[Hosted UI customization]
(ホストされた UI のカスタマイズ) を検索します。[Use client-level settings] (クライアントレベルの設定を
使用する) をクリックして、そのアプリケーションクライアント専用の UI カスタマイズ画面に入ります。

各カスタマイズフィールドの詳細については、「組み込みのサインインおよびサインアップウェブページ
のカスタマイズ (p. 61)」を参照してください。

Note

以下の URL を、ユーザープールの指定を含めて作成し、ブラウザに入力することで、カスタマ
イズが反映されているホストされた UI を表示できます。 https://<your_domain>/login?
response_type=code&client_id=<your_app_client_id>&redirect_uri=<your_callback_url>
変更がコンソールに反映されるまで最大 1 分待ってからブラウザを最新表示にする必要がある場
合があります。
ドメインは [ドメイン名] タブに表示されています。アプリクライアント ID およびコールバック 
URL は [全般設定] タブに表示されています。
また、ホストされた UI を有効にしたアプリケーションクライアントに対して起動することもでき
ます。[App integration] (アプリケーションの統合) タブでアプリケーションクライアントを選択し
て、[Hosted UI settings] (ホストされた UI の設定) を検索します。[View hosted UI] (ホストされた 
UI の表示) を選択します。

組み込みアプリの UI をカスタマイズする

1. 独自のロゴイメージファイルをアップロードするには、[Choose file] (ファイルを選択) または
[Replace current file] (現在のファイルを置き換える) を選択します。

2. ホストされた UI の CSS をカスタマイズするには、CSS template.css をダウンロードして、カスタマ
イズしたい値でテンプレートを変更します。ホストされた UI で使用できるのは、テンプレートに含ま
れるキーのみです。追加された CSS キーは UI に反映されません。CSS をカスタマイズ後、[Choose 
file] (ファイルを選択)、または [Replace current file] (現在のファイルを置き換える) をクリックして、
カスタム CSS をアップロードします。

3. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

ユーザープールの ID プロバイダーの設定
[サインインエクスペリエンス] タブの [フェデレーテッドアイデンティティプロバイダーのサインイン]
で、ID プロバイダー (IdP) をユーザープールに追加できます。詳細については、「サードパーティー経由
のユーザープールへのサインインの追加 (p. 80)」を参照してください。

トピック
• ソーシャル IdP でユーザーサインインを設定する (p. 282)
• OIDC IdP でユーザーサインインを設定する (p. 284)
• SAML IdP でユーザーサインインを設定する (p. 285)

ソーシャル IdP でユーザーサインインを設定する
フェデレーションを使用して、Amazon Cognito のユーザープールを Facebook、Google、Login with 
Amazon などのソーシャル ID プロバイダーと統合することができます。
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ソーシャル ID プロバイダーを追加するには、最初に ID プロバイダーでデベロッパーアカウントを作成
します。デベロッパーアカウントが作成されたら、アプリを ID プロバイダーに登録します。ID プロバイ
ダーがアプリ用のアプリ ID とアプリシークレットを作成するので、これらの値を Amazon Cognito ユー
ザープールで設定します。

• Google Identity Platform
• Facebook for Developers
• Login with Amazon
• Apple でサインイン

ユーザーサインインとソーシャル IdP を統合するには

1. Amazon Cognito コンソールにサインインします。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力
します。

2. ナビゲーションペインで [User Pools] (ユーザープール) を選択してから、編集するユーザープールを
選択します。

3. [Sign-in experience] (サインインエクスペリエンス) タブを選択し、[Federated sign-in] (フェデレー
ションサインイン) を検索します。

4. [Add an identity provider] (ID プロバイダーを追加する) を選択、または、設定した
[Facebook]、[Google]、[Amazon]、または [Apple] などを選択し、[Identity provider information] (ID プ
ロバイダー情報) を検索し、[Edit] (編集) をクリックします。ソーシャル ID プロバイダーの追加の詳
細については、「ユーザープールへのソーシャル ID プロバイダーの追加 (p. 82)」を参照してくだ
さい。

5. 選択した IdP に基づいて、次のいずれかの手順を実行して、ソーシャル ID プロバイダーの情報を入力
します。

Facebook、Google、および Login with Amazon

クライアントアプリを作成したときに受け取ったアプリ ID とアプリシークレットを入力します。
Apple でサインイン

Apple に提供したサービス ID、およびアプリケーションクライアントを作成したときに受け取っ
たチーム ID、キー ID、プライベートキーを入力します。

6. [Authorize scopes] (承認スコープ) に、ユーザープール属性にマップするソーシャル ID プロバイダー
スコープの名前を入力します。スコープは、アプリケーションでアクセスするユーザー属性 (名前や E 
メールなど) を定義します。スコープを入力するときは、選択した IdP に基づいて、次のガイドライ
ンに従ってください。

• Facebook — スコープはカンマで区切ります。例:

public_profile, email

• Google、Login with Amazon、Sign in with Apple — スコープをスペースで区切ります。例:
• Google: profile email openid
• Login with Amazon: profile postal_code
• Sign In with Apple: name email

Note

Sign in with Apple (コンソール) の場合は、チェックボックスを使用してスコープを選択
します。

7. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。
8. [App client integration] (アプリケーションクライアント統合) タブで、リストにある [App clients] (ア

プリケーションクライアント) の 1 つを選択して、[Edit hosted UI settings] (ホストされた UI 設定の編
283

https://developers.google.com/identity/
https://developers.facebook.com/docs/facebook-login
https://developer.amazon.com/login-with-amazon
https://developer.apple.com/sign-in-with-apple/
https://console.aws.amazon.com/cognito/home


Amazon Cognito デベロッパーガイド
ID プロバイダー

集) をクリックします。[Identity providers] (ID プロバイダー) で、新しいソーシャル ID プロバイダー
をアプリケーションクライアントに追加します。

9. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

ソーシャル IdP の詳細については、「ユーザープールへのソーシャル ID プロバイダーの追加 (p. 82)」
を参照してください。

OIDC IdP でユーザーサインインを設定する
Salesforce や Ping Identity などの OpenID Connect (OIDC) ID プロバイダーとユーザーサインインを統合
することができます。

OIDC プロバイダーをユーザープールに追加するには

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力しま
す。

2. ナビゲーションメニューから [User Pools] (ユーザープール) を選択します。
3. リストから既存のユーザープールを選択するか、ユーザープールを作成します。
4. [Sign-in experience] (サインインエクスペリエンス) タブを選択します。[Federated sign-in] (フェデ

レーションサインイン) を検索し、[Add an identity provider] (ID プロバイダーの追加) を選択します。
5. [OpenID Connect] (OpenID 接続) ID プロバイダーを選択します。
6. [Provider name] (プロバイダー名) に一意の名前を入力します。
7. プロバイダーから受け取ったクライアント ID を、[Client ID] (クライアント ID) へ入力します。
8. プロバイダーから受け取ったクライアントシークレットを、[Client secret] (クライアントシークレッ

ト) に入力します。
9. このプロバイダーの [Authorized scopes] (承認済みスコープ) を入力します。スコープは、アプリケー

ションがプロバイダーにリクエストするユーザー属性のグループ (name および email など) を定義し
ます。OAuth 2.0 仕様に従い、スコープはスペースで区切る必要があります。

ユーザーはこれらの属性をアプリケーションに提供することに同意する必要があります。
10. [Attribute request method] (属性リクエストメソッド) を選択して、プロバイダーが操作する [userInfo]

エンドポイントからユーザーの詳細をフェッチするために必要な HTTP メソッド（GET または 
POST）を Amazon Cognito に提供します。

11. [Setup method] (セットアップ方法) を選択して、OpenID Connect エンドポイントを、[Auto 
fill through issuer URL] (発行者 URL による自動入力) または [Manual input] (手動入力) で取得
します。[Auto fill through issuer URL] (発行者 URL による自動入力) は、Amazon Cognito が
authorization、token、userInfo、および jwks_uri エンドポイントの URL を取得できるパブ
リック .well-known/openid-configuration エンドポイントを、プロバイダーが持っている場
合に使用します。

12. 発行者の URL、または IdP からの authorization、token、userInfo、および jwks_uri エンド
ポイントの URL を入力します。

Note

検出、自動入力、および手動で入力された URL には、ポート番号 443 と 80 のみを使用でき
ます。OIDC プロバイダーが標準外の TCP ポートを使用している場合、ユーザーログインは
失敗します。
発行者の URL は https:// で始まる必要があり、/ 文字で終わらせることはできません。
例えば、Salesforce では次の URL を使用します。
https://login.salesforce.com
発行者 URL に関連付けられている openid-configuration ド
キュメントには、次の値の HTTPS URL を指定する必要があります:
authorization_endpoint、token_endpoint、userinfo_endpoint、および
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jwks_uri。同様に、[Manual input] (手動入力) を選択する場合は、HTTPS URL のみを入力
できます。

13. デフォルトで、OIDC クレームの [sub] (サブ) はユーザープール属性の [Username] (ユーザーネーム) 
にマッピングされます。他の OIDC クレームをユーザープール属性にマッピングできます。OIDC ク
レームを入力し、対応するユーザープール属性をドロップダウンリストから選択します。例えば、通
常、クレームの [email] はユーザープール属性の [E メール] にマッピングされます。

14. ID プロバイダーからユーザープールに追加の属性をマッピングします。詳細は、「ユーザープール用 
ID プロバイダー属性マッピングの特定」を参照してください。

15. [Create] (作成) を選択します。
16. [App client integration] (アプリケーションクライアント統合) タブから、リストにある [App clients] の 

1 つを選択して、[Edit hosted UI settings] (ホストされた UI 設定の編集) をクリックします。[Identity 
providers] (ID プロバイダー) で、新しい OIDC ID プロバイダーをアプリケーションクライアントに追
加します。

17. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

OIDC IdPs の詳細については、「ユーザープールへの OIDC ID プロバイダーの追加 (p. 100)」を参照し
てください。

SAML IdP でユーザーサインインを設定する
Amazon Cognito ユーザープールのフェデレーションを使用して、SAML ID プロバイダー (IdP) と統合す
ることができます。メタデータドキュメントを指定します。ファイルをアップロードするか、メタデータ
ドキュメントのエンドポイント URL を入力します。サードパーティーの SAML IdP のメタデータドキュメ
ントの取得については、「サードパーティー SAML ID プロバイダーと Amazon Cognito ユーザープールと
の統合 (p. 97)」を参照してください。

ユーザープールに SAML 2.0 ID プロバイダーを設定する

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力しま
す。

2. [User Pools] (ユーザープール) を選択します。
3. リストから既存のユーザープールを選択するか、ユーザープールを作成します。
4. [Sign-in experience] (サインインエクスペリエンス) タブを選択します。[Federated sign-in] (フェデ

レーションサインイン) を検索し、[Add an identity provider] (ID プロバイダーの追加) を選択します。
5. [SAML] ID プロバイダーを選択します。
6. カンマで区切られた [Identifiers] (識別子) を入力します。識別子は Amazon Cognito に、ユーザーのサ

インイン E メールアドレスを確認し、ドメインに対応するプロバイダーに誘導する必要があることを
伝えます。

7. ユーザーがログアウトしたときに、Amazon Cognito が署名されたサインアウト要求をプロバイ
ダーに送信するためには、[Add sign-out flow] (サインアウトフローの追加) を選択します。SAML 
2.0 ID プロバイダーを設定して、ホストされた UI を構成するときに Amazon Cognito が作成する
https://<your Amazon Cognito domain>/saml2/logout エンドポイントにサインアウト応
答を送信します。saml2/logout エンドポイントでは、ポストバインディングを使用します。

Note

このオプションを選択し、SAML ID プロバイダーが署名付きログアウトリクエストを期待
する場合は、SAML IdP で Amazon Cognito が提供する署名証明書を設定する必要もありま
す。
SAML IdP は署名されたログアウトリクエストを処理し、Amazon Cognito セッションから
ユーザーをログアウトさせます。

8. [Metadata document source] (メタデータドキュメントソース) を選択します。ID プロバイダーがパブ
リック URL で SAML メタデータを提供する場合は、[Metadata document URL] (メタデータドキュメ
ント URL) を選択してそのパブリック URL を入力できます。それ以外の場合は、[Upload metadata 
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document] (メタデータドキュメントをアップロード) を選択し、プロバイダーから以前ダウンロード
したメタデータファイルを選択します。

Note

プロバイダーにパブリックエンドポイントがある場合は、ファイルをアップロードするので
はなく、メタデータドキュメントの URL を入力することをお勧めします。URL を使用する
場合、Amazon Cognito はメタデータを自動的に更新します。通常、メタデータの更新は 6 
時間ごとまたはメタデータの有効期限が切れる前のいずれか早いタイミングで発生します。

9. [Map attributes between your SAML provider and your app] (SAML プロバイダーとアプリ間で属性を
マッピング) をクリックして、SAML プロバイダーの属性をユーザープールのユーザープロファイルに
マッピングします。ユーザープールの必須属性を属性マップに含めます。

たとえば、[User pool attribute] (ユーザープール属性) email を選択する場合、ID プロバイダーからの 
SAML アサーションに表示される SAML 属性名を入力します。ID プロバイダーは、参考として SAML 
アサーションのサンプルを提供する場合があります。ID プロバイダーの中には、email などの単純な
名前を使用するものもあれば、次のような URL 形式の属性名を使用するものもあります。

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress

10. [Create] (作成) を選択します。

Note

HTTPS メタデータエンドポイント URL を使用して SAML IdP を作成中に
InvalidParameterException が表示される場合、メタデータエンドポイントの SSL が正
しくセットアップされていること、および有効な SSL 証明書が関連付けられていることを確
認してください。このような例外の例として、「Error retrieving metadata from <metadata 
endpoint>」が挙げられます。

署名証明書を追加するために SAML IdP をセットアップする

• 署名付きログアウトリクエストを検証するために IdP が使用するパブリックキーを含む証明書を取得す
るには、[フェデレーション] コンソールページの [ID プロバイダー] にある [SAML] ダイアログで [アク
ティブな SAML プロバイダー] の [デジタル署名用証明書の表示] を選択します。

SAML IdP の詳細については、「ユーザープールへの SAML ID プロバイダーの追加 (p. 88)」を参照し
てください。

ユーザープールの属性マッピングを設定する
[サインインエクスペリエンス] タブで、ユーザープールで設定する ID プロバイダー (IdP) ごとに、IdP の
属性またはアサーションをユーザープール属性にマッピングできます。詳細については、「ユーザープー
ルの ID プロバイダー属性マッピングを指定する (p. 106)」を参照してください。

Note

現在、Facebook id、Google sub、Login with Amazon user_id、および Sign in with Apple sub
属性のみが Amazon Cognito ユーザープール username 属性にマッピングできます。

Note

ユーザープール内の属性は、マップされる ID プロバイダー属性の値を含むのに十分な大きさであ
る必要があります。そうしないとユーザーがサインインする際にエラーが発生します。カスタム
属性が ID プロバイダートークンにマッピングされる場合は、最大 2048 文字のサイズに設定する
必要があります。
ユーザープールで必要なすべての属性のマッピングを作成する必要があります。
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ユーザープールのソーシャル ID プロバイダー属性マッピングを指定する

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力しま
す。

2. ナビゲーションメニューから [User Pools] (ユーザープール) を選択します。
3. リストから既存のユーザープールを選択するか、ユーザープールを作成します。
4. [Sign-in experience] (サインインエクスペリエンス) タブを選択します。[フェデレーテッドアイデン

ティティプロバイダーのサインイン] を見つけます。
5. [Add an identity provider] (ID プロバイダーの追加) を選択するか、設定した

Facebook、Google、Amazon、もしくは Apple の ID プロバイダーを選択します。]Attribute mapping]
(属性マッピング) を探し、[Edit] (編集) を選択します。ソーシャル ID プロバイダーの追加の詳細につ
いては、「ユーザープールへのソーシャル ID プロバイダーの追加 (p. 82)」を参照してください。

6. マッピングする必要のある各属性について、以下のステップを完了してください。

a. [User pool attribute] (ユーザープール属性) 列から属性を選択します。これは、ユーザープール内
のユーザープロファイルに割り当てられる属性です。カスタム属性は、標準属性の後にリストさ
れます。

b. [<provider> attribute] (<プロバイダー> 属性) 列から属性を選択します。これは、プロバイダー
ディレクトリから渡される属性になります。ソーシャルプロバイダーの既知の属性は、ドロップ
ダウンリストに表示されます。

c. IdP と Amazon Cognito の間に追加の属性をマッピングするには、[Add another attribute] (その他
の属性を追加) を選択します。

7. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

ユーザープールの SAML プロバイダー属性マッピングを指定する

1. Amazon Cognito コンソールにサインインします。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力
します。

2. ナビゲーションペインで [User Pools] (ユーザープール) を選択してから、編集するユーザープールを
選択します。

3. [Sign-in experience] (サインインエクスペリエンス) タブを選択し、[Federated sign-in] (フェデレー
ションサインイン) を検索します。

4. [Add an identity provider] (ID プロバイダーの追加) を選択するか、設定した SAML ID プロバイダーを
選択します。[Attribute mapping] (属性マッピング) を探し、[Edit] (編集) を選択します。SAML ID プロ
バイダーの詳細については、「ユーザープールへの SAML ID プロバイダーの追加 (p. 88)」を参照
してください。

5. マッピングする必要のある各属性について、以下のステップを完了してください。

a. [User pool attribute] (ユーザープール属性) 列から属性を選択します。これは、ユーザープール内
のユーザープロファイルに割り当てられる属性です。カスタム属性は、標準属性の後にリストさ
れます。

b. [SAML attribute] (SAML 属性) 列から属性を選択します。これは、プロバイダーディレクトリから
渡される属性になります。

ID プロバイダーは、参考として SAML アサーションのサンプルを提供する場合があります。ID 
プロバイダーの中には、email などの単純な名前を使用するものもあれば、次のような URL 形
式の属性名を使用するものもあります。

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress

c. IdP と Amazon Cognito の間に追加の属性をマッピングするには、[Add another attribute] (その他
の属性を追加) を選択します。

6. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。
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Amazon Cognito ユーザープールの従来のコンソール
手順
次の手順では、従来の Amazon Cognito コンソールで一般的なアクションを実行する方法について説明し
ます。従来のコンソールは使用できなくなりました。AWS は、従来のコンソールを過去に使用したことが
あるお客様向けのアーカイブリファレンスとして、ここに手順を残しています。

はじめに
Amazon Cognito コンソールを使用する

1. Amazon Cognito を使用するには、AWS アカウントにサインアップする必要があります。
2. Amazon Cognito コンソールに移動します。AWS 認証情報を求められる場合があります。
3. ユーザープールを作成または編集するには、[Manage your User Pools ](ユーザープールの管理) を選

択します。

詳細については、「ユーザープールの開始方法。 (p. 20)」を参照してください。
4. ID プールを作成または編集するには、[Manage Federated Identities (フェデレーテッドアイデンティ

ティの管理)] を選択します。

詳細については、「Amazon Cognito ID プール (フェデレーティッド ID) の使用開始方法 (p. 311)」
を参照してください。

Amazon Cognito コンソールは、アカウントと請求に関する情報を提供する AWS Management 
Consoleの一部です。詳細については、「AWS Management Consoleの操作」を参照してください。
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ユーザープールを作成する

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力しま
す。

2. [Manage User Pools] (ユーザープールの管理) を選択します。
3. [Create a user pool] を選択します。
4. ユーザープールの名前を入力し、[Review defaults] (デフォルトを確認する) を選択して、名前を保存

します。
5. [確認] ページで、[プールの作成] を選択します。

ユーザープールを削除するには

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力しま
す。

2. [Manage User Pools] (ユーザープールの管理) を選択します。
3. 前のステップで作成したユーザープールを選択します。
4. [Domain name] (ドメイン名) ページの [App integration] (アプリケーションの統合) で [Delete domain]

(ドメインの削除) を選択します。
5. 確認を求められたら [ドメインの削除] を選択します。
6. [全般設定] ページに移動します。
7. ページの右上の [プールの削除] を選択します。
8. delete と入力し、確認が求められたら [Delete pool] (プールの削除) を選択します。

ユーザープールにタグを追加するには

1. https://console.aws.amazon.com/cognito で Amazon Cognito コンソールを開きます。プロンプトが表
示されたら、AWS 認証情報を入力します。

2. [Manage User Pools] (ユーザープールの管理) を選択します。
3. [Your User Pools] (ユーザープール) ページで、タグを追加するユーザープールを選択します。
4. 左側のナビゲーションメニューで [Tags] (タグ) を選択します。
5. [Add tag] (タグの追加) を選択し、最初のタグを追加します。以前にこのユーザープールにタグを割り

当てた場合は、[Add another tag] (別のタグを追加) を選択します。
6. [Tag Key] (タグキー) と [Tag Value] (タグ値) に値を入力します。
7. 追加するタグごとに、[Add another tag] (別のタグを追加) を選択します。
8. タグの追加を完了したら、[Save changes] (変更の保存) を選択します。

アプリを使用する
ユーザープールでアプリを作成する

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力しま
す。

2. [Manage User Pools] (ユーザープールの管理) を選択します。
3. リストから既存のユーザープールを選択するか、ユーザープールを作成します。
4. ページの左側にあるナビゲーションバーで、[General settings] (全般設定) の [App clients] (アプリクラ

イアント) を選択します。
5. [Add an app client] を選択します。
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6. アプリケーションクライアントの名前を入力します。
7. この演習では、[Generate client secret] (クライアントシークレットを生成する) オプションをオフに

します。この演習で使用する JavaScript など、クライアント側の認証でクライアントシークレットを
使用することは安全ではなく、本番アプリケーションケーションクライアントには推奨されません。
クライアントシークレットは、アプリケーションのサーバー側の認証コンポーネントでクライアント
シークレットを保護できる場合にのみ使用します。

8. [Create app client] を選択します。
9. [アプリクライアント ID] を書き留めます。
10. [プールの詳細に戻る] を選択します。
11. コンソールページの左側にあるナビゲーションバーで、[アプリクライアントの設定] を選択します。
12. [Cognito ユーザープール] を [有効な ID プロバイダー] の 1 つとして選択します。

Note

Facebook、Amazon、Google、Apple に加え、OpenID Connect (OIDC) や SAML IdP など、
外部の ID プロバイダー (IdP) を使用してサインインするには、まず以下の説明に従ってプロ
バイダーを設定してから、[アプリクライアントの設定] ページに戻って、プロバイダーを有
効にします。

13. ユーザーが認証された後で呼び出す Amazon Cognito 認証サーバーのコールバック URL を入力しま
す。ウェブアプリケーションの場合は、URL は https:// または https://www.example.com な
どで始まる必要があります。

iOS または Android アプリの場合は、myapp:// などのコールバック URL を使用できます。
14. サインアウト URL を入力します。
15. [Authorization code grant (認証コードの付与)] を選択して、ユーザープールトークンと交換される認証

コードが返されます。トークンはエンドユーザーに直接公開されないため、侵害される可能性は低く
なります。ただし、ユーザープールトークンの認証コードを交換するために、バックエンドでカスタ
ムアプリケーションが必要です。セキュリティ上の理由から、モバイルアプリ用の認証コード付与フ
ローとコード交換用証明キー (PKCE) を併用することをお勧めします。

16. [Allowed OAuth Flows] (許可されている OAuth フロー) で [Implicit grant] (暗黙の付与) を選択
し、Amazon Cognito からユーザープールの JSON Web トークン (JWT) が返されるようにします。こ
のフローは、トークンの認証コードを交換できるバックエンドがない場合に使用でき、トークンのデ
バッグにも役立ちます。

Note

[Authorization code grant (認証コードの付与)] と [Implicit code grant (暗黙的コードの付与)] 
の両方を有効にして、必要に応じて各権限を使用することができます。

17. 具体的に除外する必要がない限り、すべての [許可されている OAuth スコープ] のチェックボックスを
オンにします。

Note

アプリがユーザーの代わりではなく自身の代わりとしてアクセストークンをリクエストする
必要がある場合にのみ、[クライアント認証情報] を選択します。

18. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。
19. [ドメイン名] ページで、利用可能なドメインプレフィックスを入力します。
20. 完全なドメインアドレスをメモしておきます。
21. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

アプリケーションクライアントの作成

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力しま
す。
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2. [Manage User Pools] (ユーザープールの管理) を選択します。
3. リストから既存のユーザープールを選択するか、ユーザープールを作成します。
4. ページの左側にあるナビゲーションバーで、[General settings] (全般設定) の [App clients] (アプリケー

ションクライアント) を選択します。
5. [Add an app client] を選択します。
6. アプリの名前を入力します。
7. 認証フローで必要な場合を除き、[クライアントシークレットを生成する] オプションはオフにしま

す。クライアントシークレットは、アプリケーションのサーバー側のコンポーネントでクライアント
シークレットを保護できる場合に使用します。

8. (オプション) トークンの有効期限設定を変更します。
9. [Auth Flows Configuration] (認証フローの設定) オプションを選択します。ユーザープール認証の詳細

については、「User Pool Authentication Flow」(ユーザープール認証フロー) を参照してください。
10. [Security configuration] (セキュリティ設定) を選択します。[Enabled] (有効) を選択することが推奨さ

れます。
11. [Set attribute read and write permissions] (属性の読み込みおよび書き込みアクセス権限を設定する) を

クリックします。詳細については、「Attribute Permissions and Scopes」(属性の許可と範囲) を参照
してください。

12. [Create app client] を選択します。
13. [App client id] (アプリクライアント ID) を書き留めます。
14. [プールの詳細に戻る] を選択します。

ユーザープールのアプリクライアントの設定を指定するには

1. Note

[General settings] (全般設定) タブは、既存のユーザープールを編集するときにのみ表示され
ます。

組み込みホストページを使用してユーザーのサインアップやサインインを行う場合、または OAuth2.0 
フローを使用する場合は、[全般設定] タブで、アプリケーションに使用する ID プロバイダー (IdP) を
少なくとも 1 つ設定する必要があります。詳細については、「ユーザープールのアプリケーションク
ライアントの設定 (p. 51)」を参照してください。

2. [有効な ID プロバイダー] で、[アプリケーションクライアント] タブで設定したアプリに使用する ID 
プロバイダーを選択します。

3. 必要な [コールバック URL] をカンマで区切って入力します。これらの URL は、選択したすべての ID 
プロバイダーに適用されます。

Note

URL はアプリケーションで使用する前に、コンソールで、AWS CLIまたは API を使用して登
録する必要があります。

4. 必要な [Sign out URLs (サインアウト URL)] をカンマで区切って入力します。

Note

URL はアプリで使用する前に、コンソールで、または CLI や API を使用して登録する必要が
あります。

5. [OAuth 2.0] で次のオプションから選択します。詳細については、「アプリケーションクライアントの
設定用語 (p. 54)」および「OAuth 2.0 の仕様」を参照してください。

• [許可されている OAuth フロー] で、[承認済みコードの付与] および [暗黙の付与] を選択します。ア
プリがユーザーの代わりではなく自身の代わりとしてアクセストークンをリクエストする必要があ
る場合にのみ、[クライアント認証情報] を選択します。
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• [許可されている OAuth スコープ] で目的のスコープを選択します。各スコープは 1 つ以上の標準属
性のセットです。

• [許可されているカスタムスコープ] で、定義済みのカスタムスコープから目的のスコープを選択し
ます。カスタムスコープは [リソースサーバー] タブで定義されます。詳細については、「ユーザー
プールのリソースサーバーを定義する (p. 77)」を参照してください。

分析の設定を指定する

1. Amazon Cognito コンソールにサインインします。
2. ナビゲーションペインで [ユーザープールの管理] を選択して、編集するユーザープールを選択しま

す。
3. [Analytics (分析)] タブを選択します。
4. [分析とキャンペーンの追加] を選択します。
5. リストから [Cognito アプリクライアント] を選択します。
6. Amazon Cognito アプリを [Amazon Pinpoint project] (Amazon Pinpoint プロジェクト) にマッピングす

るには、リストから Amazon Pinpoint プロジェクトを選択します。

Note

Amazon Pinpoint プロジェクト ID は、Amazon Pinpoint プロジェクトに固有の 32 文字の文
字列です。これは Amazon Pinpoint コンソールにリストされています。
複数の Amazon Cognito アプリケーションを単一の Amazon Pinpoint プロジェクトにマッピ
ングできますが、各 Amazon Cognito アプリは 1 つの Amazon Pinpoint プロジェクトにしか
マップできません。
Amazon Pinpoint では、各プロジェクトを単一のアプリにする必要があります。例えば、
ゲームデベロッパーが 2 つのゲームを持っている場合、両方のゲームが同じ Amazon 
Cognito ユーザープールを使用しているとしても、各ゲームを個別の Amazon Pinpoint プ
ロジェクトにする必要があります。Amazon Pinpoint プロジェクトの詳細については、
「Create a project in Amazon Pinpoint」 (Amazon Pinpoint でプロジェクトを作成する) を参
照してください。

7. ユーザーのために追加のエンドポイントを作成するために Amazon Cognito が Amazon Pinpoint に 
E メールアドレスと電話番号を送信するようにするには、[Share user attribute data with Amazon 
Pinpoint] (Amazon Pinpoint とユーザー属性データを共有する) を選択します。アカウントの電話番
号と E メールアドレスが検証されると、ユーザーアカウントでそれらを使用できる場合に Amazon 
Pinpoint のみと共有されます。

Note

エンドポイントは、Amazon Pinpoint でプッシュ通知を送信することができるユーザーデ
バイスを一意に識別します。エンドポイントの詳細については、Amazon Pinpoint デベロッ
パーガイドの「エンドポイントの追加」を参照してください。

8. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。
9. 追加のアプリマッピングを指定するには、[別のアプリマッピングの追加] を選択します。
10. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

コンソールを介して属性のアクセス許可を更新する

1. AWS Management Console の Amazon Cognito に移動します。コンソールからプロンプトが表示され
たら、AWS 認証情報を入力します。

2. [Manage User Pools] (ユーザープールの管理) をクリックします。
3. [ユーザープール] ページで、設定するユーザープールを選択します。
4. 左のナビゲーションバーで、[App clients] (アプリクライアント) を選択します。
5. 更新するアプリクライアントの [Show Details] (詳細を表示) を選択します。
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6. ページの最下部で、[Set attribute read and write permissions] (属性の読み込みおよび書き込みアクセ
ス権限を設定する) をクリックし、読み込みおよび書き込みアクセス権限を設定します。

7. [アプリクライアントの変更を保存する] を選択します。

ホストされた UI の使用
ドメインを設定する

1. Amazon Cognito コンソールにサインインします。
2. ナビゲーションペインで [ユーザープールの管理] を選択してから、編集するユーザープールを選択し

ます。
3. [ドメイン名] タブを選択します。
4. 使用するドメインプレフィックスを [Prefix domain name (プレフィックスドメイン名)] ボックスに入

力します。
5. ドメインプレフィックスが利用可能であることを確認するには、[Check availability] (使用可能か

チェック)を選択します。
6. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

ドメイン名を指定する
Note

[Domain name] (ドメイン名) タブは、既存のユーザープールを編集するときにのみ表示されま
す。

[ドメイン名] タブで、独自のプレフィックスドメイン名を入力できます。アプリのドメインは
https://<domain_prefix>.auth.<region>.amazoncognito.com です。

アプリケーションの完全 URL は次の例のようになります。

https://example.auth.us-east-1.amazoncognito.com/login?redirect_uri=https://
www.google.com&response_type=code&client_id=<client_id_value>

詳細については、「ユーザープールのドメインを設定する (p. 55)」を参照してください。

Important

アプリの URL にアクセスする前に、コールバックやリダイレクト URL などのアプリクライアン
ト設定を指定する必要があります。詳細については、「ユーザープールのアプリケーションクラ
イアントの設定 (p. 277)」を参照してください。

ユーザープールのドメイン名を指定する

1. 目的のプレフィックスドメイン名を [Prefix domain name] (プレフィックスドメイン名) ボックスに入
力します。

2. [Check availability] (利用可能かチェック) を選択して、目的のプレフィックスドメイン名が使用可能で
あることを確認します。

3. プレフィックスドメイン名が使用可能な場合は、[Save changes] (変更の保存) を選択します。

ドメイン証明書を更新する

1. AWS Management Consoleにサインインし、Amazon Cognito コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/cognito/home) を開きます。
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2. [Manage User Pools] (ユーザープールの管理) をクリックします。
3. [Your User Pools] (ユーザープール) ページで、ドメインへ追加したいユーザープールを選択します。
4. 左側のナビゲーションメニューで、[ドメイン名] を選択します。
5. [Your own domain] (自分が所有するドメイン) で、[AWS managed certificate] (マネージド証明書) に新

しい証明書を選択します。
6. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

アプリ UI のカスタマイズ設定を指定する

1. Note

以下の URL を、ユーザープールの指定を含めて作成し、ブラウ
ザに入力することで、カスタマイズが反映されているホストさ
れた UI を表示できます。 https://<your_domain>/login?
response_type=code&client_id=<your_app_client_id>&redirect_uri=<your_callback_url>
変更がコンソールに反映されるまで最大 1 分待ってからブラウザを最新表示にする必要があ
る場合があります。
ドメインは [ドメイン名] タブに表示されています。アプリクライアント ID およびコールバッ
ク URL は [全般設定] タブに表示されています。

Amazon Cognito コンソールにサインインします。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力
します。

2. ナビゲーションペインで [Manage User Pools] (ユーザープールの管理) を選択してから、編集する
ユーザープールを選択します。

3. [UI のカスタマイズ] タブを選択します。
4. [カスタマイズするアプリクライアント] で、以前に [アプリクライアント] タブで作成したアプリクラ

イアントのドロップダウンメニューからカスタマイズするアプリを選択します。
5. 独自のロゴイメージファイルをアップロードするには、[Choose a file (ファイルを選択する)] を選択す

るか、[ロゴ (オプション)] ボックスにファイルをドラッグします。
6. [CSS customizations (optional)] (CSS のカスタマイズ (オプション)) で、CSS のプロパティをデフォ

ルト値から変更することで、アプリケーションの外観をカスタマイズできます。

リソースサーバーを定義する

1. Amazon Cognito コンソールにサインインします。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力
します。

2. ナビゲーションペインで、[Manage User Pools] (ユーザープールの管理) を選択してから、編集する
ユーザープールを選択します。

3. [リソースサーバー] タブを選択します。
4. [リソースサーバーの追加] を選択します。
5. リソースサーバーの名前を入力します。例えば、Photo Server です。
6. リソースサーバーの識別子を入力します。例えば、com.example.photos です。
7. リソースのカスタムスコープの名前 (例: read および write) を入力します。
8. [Scope name] (スコープ名) ごとに [Description] (説明) (例: view your photos および update 

your photos) を入力します。
9. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

定義したカスタムスコープはそれぞれ、[OAuth2.0 Allowed Custom Scopes] (OAuth2.0 の許可されて
いるカスタムスコープ) の [App client settings] (アプリケーションクライアントの設定) タブに表示さ
れます (例: com.example.photos/read)。
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ID プロバイダーの使用
AWS Management Console でユーザープールのソーシャル IdP を設定する

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力しま
す。

2. [Manage User Pools] (ユーザープールの管理) を選択します。
3. リストから既存のユーザープールを選択するか、ユーザープールを作成します。
4. 左のナビゲーションバーで、[ID プロバイダー] を選択します。
5. ソーシャル IdP ([Facebook]、[Google]、[Login with Amazon]、[Sign in with Apple]) を選択します。
6. ソーシャル IdP の選択に基づいて、次のステップから選択します。

• Google と Login with Amazon (Amazon でのログイン) — 前のセクションで生成された [app client 
ID] (アプリケーションクライアント ID) と [app client secret] (アプリケーションクライアントシーク
レット) を入力します。

• Facebook — 前のセクションで生成された [app client ID] (アプリケーションクライアント ID) と
[app client secret] (アプリケーションクライアントシークレット) を入力し、API バージョン (例え
ば、バージョン 2.12) を選択します。Facebook API の各バージョンにはライフサイクルとサポート
終了日があるため、可能な限り最新のバージョンを選択することをお勧めします。Facebook のス
コープと属性は API バージョンによって異なる場合があります。Facebook でソーシャル ID ログイ
ンをテストして、フェデレーションが意図したとおりに機能することを確認することをお勧めしま
す。

• Sign In with Apple (Apple でのサインイン) — 以前のセクションで作成された [Services ID] (サービ
ス ID)、[Team ID] (チーム ID)、[Key ID] (キー ID) および [private key] プライベートキーを入力しま
す。

7. 承認するスコープの名前を入力します。スコープは、アプリでアクセスするユーザー属性 (name や
email など) を定義します。Facebook の場合は、コンマで区切る必要があります。Google および 
Login with Amazon の場合は、スペースで区切って指定します。Sign in with Apple の場合は、アクセ
スするスコープのチェックボックスをオンにします。

ソーシャル ID プロバイダー スコープ例

Facebook public_profile, email

Google profile email openid

Login with Amazon profile postal_code

Apple でのサインイン email name

アプリユーザーはこれらの属性をアプリに提供することに同意を求められます。スコープの詳細につ
いては、Google、Facebook、Login with Amazon、および Sign in with Apple のドキュメントを参照し
てください。

以下は、Sign in with Apple の場合にスコープが返らない可能性があるユーザーシナリオです。

• エンドユーザーが Apple のサインインページを離れるとエラーが発生する (Amazon Cognito の内部
障害またはデベロッパーが記述したプログラムが原因である可能性があります)

• サービス ID 識別子は、ユーザープールやその他の認証サービス全体で使用されます
• エンドユーザーが以前にサインインしてから、デベロッパーによってさらにスコープが追加されて

いる (新しい情報は取得されません)
• デベロッパーによって削除されたユーザーが Apple ID プロファイルからアプリを削除せずに再度サ

インインしている

295

https://console.aws.amazon.com/cognito/home
https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/cognito-user-pool-as-user-directory.html


Amazon Cognito デベロッパーガイド
従来のコンソール

8. 設定するソーシャル IdP に対して [Enable] (有効化) を選択します。
9. ナビゲーションバーから、[アプリクライアントの設定] を選択します。
10. ユーザープールアプリの [Enabled Identity Providers] (有効な ID プロバイダー) の 1 つとしてソーシャ

ル IdP を選択します。
11. ユーザープールアプリケーションの [Callback URL(s)] (コールバック URL) にコールバック URL を入

力します。これは、ユーザーが認証に成功した後でリダイレクト先の URL です。

https://www.example.com

12. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。
13. [属性マッピング] タブで、次のように最低でも必須属性 (通常は email) のマッピングを追加します。

a. Facebook、Google、または Amazon の属性名チェックボックスをオンにして選択しま
す。Amazon Cognito コンソールにリストされていない追加の属性の名前を入力することもでき
ます。

b. ドロップダウンリストから送信先ユーザープール属性を選択します。
c. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。
d. [要約に移動] を選択します。

ユーザーサインインとソーシャル IdP を統合する

1. Facebook、Google、Login with Amazon、SignInWithApple などのソーシャル ID プロバイダーを選択
します。

2. 選択した IdP に基づいて、次のいずれかの手順を実行して、ソーシャル ID プロバイダーの情報を入力
します。

Facebook、Google、および Login with Amazon

クライアントアプリを作成したときに受け取ったアプリ ID とアプリシークレットを入力します。
Apple でサインイン

Apple に提供したサービス ID、およびアプリケーションクライアントを作成したときに受け取っ
たチーム ID、キー ID、プライベートキーを入力します。

3. [アプリシークレット] には、クライアントアプリを作成したときに受け取ったアプリシークレットを
入力します。

4. [Authorize scopes] (承認スコープ) に、ユーザープール属性にマップするソーシャル ID プロバイダー
スコープの名前を入力します。スコープは、アプリケーションでアクセスするユーザー属性 (名前や E 
メールなど) を定義します。スコープを入力するときは、選択した IdP に基づいて、次のガイドライ
ンに従ってください。

• Facebook — スコープはカンマで区切ります。例:

public_profile, email

• Google、Login with Amazon、Sign in with Apple — スコープをスペースで区切ります。例:
• Google: profile email openid
• Login with Amazon: profile postal_code
• Sign In with Apple: name email

Note

Sign in with Apple (コンソール) の場合は、チェックボックスを使用してスコープを選択
します。
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ユーザーはこれらの属性をアプリケーションに提供することに同意を求められます。各ソーシャル ID 
プロバイダーのスコープの詳細については、Google、Facebook、Login with Amazon、および Sign in 
with Apple のドキュメントを参照してください。

5. [Facebook の有効化]、[Google の有効化]、[Login with Amazon の有効化]、または [Sign in with Apple 
の有効化] を選択します。

ユーザープールで SAML 2.0 IdP を設定する

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力しま
す。

2. [Manage User Pools] (ユーザープールの管理) を選択します。
3. リストから既存のユーザープールを選択するか、ユーザープールを作成します。
4. 左のナビゲーションバーで、[ID プロバイダー] を選択します。
5. [SAML] を選択して SAML ダイアログを開きます。
6. [Metadata document] (メタデータドキュメント) で、SAML IdP からメタデータドキュメントをアップ

ロードします。メタデータドキュメントを指す URL を入力することもできます。詳細については、
「サードパーティー SAML ID プロバイダーと Amazon Cognito ユーザープールとの統合 (p. 97)」
を参照してください。

Note

エンドポイントがパブリックエンドポイントの場合は、ファイルをアップロードするので
はなく、エンドポイント URL を提供することが推奨されます。こうすることで、Amazon 
Cognito がメタデータを自動的に更新できるからです。通常、メタデータの更新は 6 時間ご
とまたはメタデータの有効期限が切れる前のいずれか早いタイミングで発生します。

7. SAML の [プロバイダー名] を入力します。SAML の名前付けの詳細については、「SAML ID プロバイ
ダー名の選択 (p. 92)」を参照してください。

8. オプションとして使用する SAML [識別子] を入力します。
9. ユーザーがユーザープールからログアウトするときに、Amazon Cognito および SAML IdP の両方か

らユーザーをログアウトさせる場合は、[Enable IdP sign out flow] (IdP サインアウトフローの有効化) 
を選択します。

このフローを有効にすると、Logout-endpoint が呼び出された時に署名付きのログアウトリクエストが 
SAML IdP に送信されます。

IdP からのログアウトレスポンスを消費するように、このエンドポイントを設定します。このエンド
ポイントでは、ポストバインディングを使用します。

https://<yourDomainPrefix>.auth.<region>.amazoncognito.com/saml2/logout

Note

このオプションが選択されていて、SAML IdP が署名付きログアウトリクエストを期待する
場合は、SAML IdP で Amazon Cognito が提供する署名証明書を設定する必要もあります。
SAML IdP は署名されたログアウトリクエストを処理し、Amazon Cognito セッションから
ユーザーをログアウトさせます。

10. [プロバイダーの作成] を選択します。
11. [属性マッピング] タブで、次のように最低でも必須属性 (通常は email) のマッピングを追加します。

a. SAML 属性名を入力します。IdP からの SAML アサーションに表示されます。IdP は、参考とし
て SAML アサーションのサンプルを提供する場合があります。IdP の中には、email などの単純
な名前を使用するものもあれば、次のような URL 形式の属性名を使用するものもあります。
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http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress

b. ドロップダウンリストから送信先ユーザープール属性を選択します。
12. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。
13. [要約に移動] を選択します。

SAML プロバイダーを削除する

1. Amazon Cognito コンソールにサインインします。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力
します。

2. ナビゲーションペインで [ユーザープールの管理] を選択してから、編集するユーザープールを選択し
ます。

3. [Federation] コンソールページから [Identity providers] を選択します。
4. [SAML] を選択して SAML ID プロバイダーを表示します。
5. 削除するプロバイダーの横にあるチェックボックスを選択します。
6. [Delete provider] (プロバイダーの削除) を選択します。

ユーザープールの SAML プロバイダー属性マッピングを指定する

1. [SAML] タブを選択します。
2. マッピングする必要のある各属性について、以下のステップを完了してください。

a. [SAML 属性の追加] を選択します。
b. [SAML attribute] (SAML 属性) フィールドに、マッピングする SAML 属性の名前を入力します。
c. ユーザープール属性で、ドロップダウンリストから、SAML 属性をマッピングするユーザープー

ル属性を選択します。
d. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

OIDC IdP を追加する

1. Amazon Cognito コンソールに移動します。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力しま
す。

2. ユーザープールの管理。
3. リストから既存のユーザープールを選択するか、ユーザープールを作成します。
4. 左のナビゲーションバーで、[ID プロバイダー] を選択します。
5. [OpenId Connect] を選択します。
6. [Provider name] (プロバイダー名) に一意の名前を入力します。
7. 前のセクションで取得した OIDC IdP クライアント ID を [Client ID] (クライアント ID) に入力します。
8. 前のセクションで取得したクライアントシークレットを [Client secret] (クライアントシークレット) に

入力します。
9. ドロップダウンリストから HTTP メソッド (GET または POST) を選択します。このメソッドによ

り、[userinfo] (ユーザー情報) エンドポイントから [Attributes request method] (属性リクエストメソッ
ド) にユーザーの詳細を取り込みます。

10. 承認するスコープの名前を入力します。スコープは、アプリケーションにアクセスするためのユー
ザー属性 (name や email など) を定義します。各スコープは、OAuth 2.0 仕様に従ってスペースで区
切ります。

アプリユーザーは、これらの属性をアプリケーションに提供するよう同意を求められます。
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11. IdP の URL を入力し、[Run discovery] (検出の実行) を選択します。

Note

URL は、https:// で始める必要があり、末尾にスラッシュ (/) を使用することはできませ
ん。この URL では、ポート番号 443 および 80 のみを使用できます。例えば、Salesforce で
は次の URL を使用します。
https://login.salesforce.com

• [Run discovery (検出の実行)] が失敗した場合は、[Authorization endpoint (許可エンドポイント)]、
[Token endpoint (トークンエンドポイント)]、[Userinfo endpoint (ユーザー情報エンドポイン
ト)]、および [Jwks uri] (JSON ウェブキーの場所) を指定する必要があります。

Note

プロバイダーがフェデレーションログインに検出を使用する場合、検出ドキュメント
は authorization_endpoint、token_endpoint、userinfo_endpoint、および
jwks_uri の値に HTTPS を使用する必要があります。そうしない場合は、ログインが失敗
します。

12. [プロバイダーの作成] を選択します。
13. 左のナビゲーションバーで、[アプリクライアントの設定] を選択します。
14. 前のステップで設定した OIDC プロバイダーを、[有効な ID プロバイダー] の 1 つとして選択します。
15. ユーザーが認証された後で呼び出す Amazon Cognito 認証サーバーのコールバック URL を入力しま

す。これは、ユーザーが認証に成功した後でリダイレクトされるページの URL です。

https://www.example.com

16. [許可されている OAuth フロー] で、[Authorization code grant (認証コード付与)] と [Implicit code grant 
(暗黙的コード付与)] の両方を有効にします。

具体的に除外する必要がない限り、すべての [許可されている OAuth スコープ] のチェックボックスを
オンにします。

17. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。
18. 左のナビゲーションバーの [属性マッピング] タブで、OIDC クレームのマッピングをユーザープール

属性に追加します。

a. デフォルトとして、OIDC クレームの [sub] はユーザープール属性の [ユーザー名] にマッピングさ
れます。他の OIDC クレームをユーザープール属性にマッピングできます。OIDC クレームを入
力し、対応するユーザープール属性をドロップダウンリストから選択します。例えば、通常、ク
レームの [email] はユーザープール属性の [E メール] にマッピングされます。

b. ドロップダウンリストで、送信先のユーザープール属性を選択します。
c. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。
d. [要約に移動] を選択します。

ソーシャルプロバイダーの属性マッピング
Note

[Attribute mapping] (属性マッピング) タブは、既存のユーザープールを編集するときにのみ表示さ
れます。

[属性マッピング] タブで、ID プロバイダ (IdP) 属性またはユーザープール属性に対するアサーションを
マッピングできます。詳細については、「ユーザープールの ID プロバイダー属性マッピングを指定す
る (p. 106)」を参照してください。
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Note

現在、Facebook id、Google sub、Login with Amazon user_id、および Sign in with Apple sub
属性のみが Amazon Cognito ユーザープール username 属性にマッピングできます。
Note

ユーザープール内の属性は、マップされる ID プロバイダー属性の値を含むのに十分な大きさであ
る必要があります。そうしないとユーザーがサインインする際にエラーが発生します。カスタム
属性が ID プロバイダートークンにマッピングされる場合は、最大 2048 文字のサイズに設定する
必要があります。
ユーザープールで必要なすべての属性のマッピングを作成する必要があります。

ソーシャル IdP の属性マッピングを指定する

1. Amazon Cognito コンソールにサインインします。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力
します。

2. ナビゲーションペインで [ユーザープールの管理] を選択してから、編集するユーザープールを選択し
ます。

3. [属性マッピング] タブを選択します。
4. [Facebook]、[Google]、[Amazon]、または [Apple] タブを選択します。
5. マッピングする必要のある各属性について、以下のステップを完了してください。

a. [キャプチャ] チェックボックスをオンにします。
b. [ユーザープール属性] のドロップダウンリストから、ソーシャル IdP 属性にマッピングするユー

ザープール属性を選択します。
c. 属性を追加する必要がある場合は、[Add Facebook attribute] (Facebook 属性の追加) (または [Add 

Google attribute] (Google 属性の追加) や [Add Amazon attribute] (Amazon 属性の追加) や [Add 
Apple attribute] (Apple 属性の追加)) を選択して、次のステップを実行します。

i. [Facebook attribute] (Facebook 属性)、[Google attribute] (Google 属性)、[Amazon attribute]
(Amazon 属性) や [Apple attribute] (Apple 属性) フィールドに、マップする属性の名前を入力
します。

ii. [User pool attribute] (ユーザープール属性) ドロップダウンリストで、ソーシャル IdP 属性を
マッピングするユーザープール属性を選択します。

d. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

ユーザーの使用
ユーザーの作成
[Users and groups] (ユーザーとグループ) タブの [Users] (ユーザー) タブには、[Create user] (ユーザーの
作成) ボタンがあります。
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[Create user] (ユーザーの作成) を選択すると、新しいユーザーに関する情報の入力に使用できる [Create 
user] (ユーザーの作成) フォームが表示されます。[ユーザー名] フィールドのみが必須です。

Note

AWS Management Consoleの [Create user] (ユーザーの作成) フォーム使用して作成するユーザー
アカウントについては、フォームに表示されている属性のみを AWS Management Consoleで設
定できます。その他の属性は、必須属性としてマーク付けした場合でも、AWS Command Line 
Interface または Amazon Cognito API を使用して設定する必要があります。

グループを作成する

[Users and groups] (ユーザーとグループ) タブの [Groups] (グループ) タブには、[Create group] (グループ
の作成) ボタンがあります。

[グループの作成] を選択すると、[グループの作成] フォームが表示されます。このフォームにグループの
情報を入力します。[名前] フィールドのみが必須です。ID プールを持つユーザープールを統合する場合、
[IAM ロール] の設定によって、トークンからロールを選択するよう ID プールが設定されているときに、
ユーザーの ID トークンに割り当てられるロールが決定されます。既にロールを定義していない場合は、
[新しいロールの作成] を選択します。複数のグループがあり、ユーザーを複数のグループに割り当てるこ
とができる場合、各グループに [Precedence] の値を設定できます。優先順位の値は正の整数である場合が
あります。ゼロが最優先順位値です。
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ユーザー属性を表示する

コンソールで実行することができるオペレーションは多くあります(AWS Management Console)。

• [プールの詳細] を表示し、ユーザープールの属性、パスワードポリシー、MFA 設定、アプリ、
トリガーを編集できます。詳細については、「ユーザープールリファレンス (AWS Management 
Console) (p. 259)」を参照してください。

• ユーザープール内のユーザーを表示し、詳細についてさらに調べることができます。
• また、ユーザープール内の個々のユーザーの詳細を表示できます。
• さらに、ユーザープール内のユーザーを検索することもできます。

ユーザー属性を表示するには

1. AWS Management Console の Amazon Cognito ホームページから [Manage user pools] (ユーザープー
ルの管理) を選択します。

2. [Your User Pools] (ユーザープール) ページからユーザープールを選択します。
3. ユーザー情報を表示するには、[ユーザーとグループ] を選択します。
4. 個々のユーザーについての詳細を表示するには、ユーザー名を選択します。この画面から、以下のど

のアクションでも実行できます:

• ユーザーをグループに追加
• ユーザーパスワードのリセット
• ユーザーの確認
• MFA の有効化または無効化
• ユーザーの削除

ユーザーを検索する

以下の例はすべて、同じユーザープールを使用します。

たとえば、すべてのユーザーをリストする場合、検索ボックスを空のままにします。

すべての確認済みユーザーを検索する場合は、ドロップダウンメニューから [Status (ステータス)] を選択
します。検索ボックスに、「confirmed」という語の先頭の文字を入力します。
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[ユーザー名] など、一部の属性値では、大文字と小文字が区別される点に注意してください。

コンソールを使用してユーザープールの Lambda トリガーを追加する

1. Lambda コンソールを使用して Lambda 関数を作成します。Lambda 関数の詳細については、AWS 
Lambda デベロッパーガイドを参照してください。

2. Amazon Cognito コンソールに移動します。次に、[Manage User Pools] (ユーザープールの管理) を選
択します。

3. リストから既存のユーザープールを選択するか、ユーザープールを作成します。
4. ユーザープールで、ナビゲーションバーの [トリガー] タブを選択します。
5. サインアップ前または認証前などの Lambda トリガーを選択します。次に、Lambda 関数を [Lambda 

function] (Lambda 関数) ドロップダウンリストから選択します。
6. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。
7. Lambda コンソールで Amazon CloudWatch を使用して、Lambda 関数をログすることができます。

詳細については、「Accessing Amazon CloudWatch Logs for Lambda」を参照してください。

ユーザーのパスワードのリセット

1. AWS Management Console の Amazon Cognito ホームページから [Manage user pools] (ユーザープー
ルの管理) を選択します。

2. [Your User Pools] (ユーザープール) ページからユーザープールを選択します。
3. ユーザー情報を表示するには、[ユーザーとグループ] を選択します。
4. リストから、パスワードをリセットするユーザーを選択します。

[Reset user password] (ユーザーパスワードのリセット) アクションを使用すると、確認コードがユー
ザーに即時送信され、ユーザーの状態が RESET_REQUIRED に変更されることでユーザーの現在のパ
スワードが無効にされます。[MFA の有効化] アクションを実行すると、ユーザーがログインしようと
したときに確認コードがユーザーに送信されます。[ユーザーパスワードのリセット] コードは、1 時
間有効です。MFA コードは 3 分間有効です。

ユーザーインポートの CSV ファイルヘッダーをダウンロードするには

1. Amazon Cognito コンソールに移動して、[Manage User Pools] (ユーザープールの管理) をクリックし
てから、ユーザー情報をインポートするユーザープールを選択します。

2. [Users] (ユーザー) タブを選択します。
3. [ユーザーをインポート] を選択します。
4. [Download CSV header] (CSV ヘッダーのダウンロード) を選択し、自分の CSV ファイルに含める必

要のあるヘッダー行を含む CSV ファイルを取得します。

CSV ファイルからユーザーをインポートするには

1. [インポートジョブの作成] を選択します。
2. [Job name] (ジョブ名) を入力します。ジョブ名には大文字と小文字 (a ～ z、A ～ Z)、番号 (0 ～ 9)、

および特殊文字 (+ = , . @ -) を含めることができます。
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3. 初めてユーザーインポートジョブを作成する場合は、AWS Management Console が IAM ロールを自
動的に作成します。それ以外の場合は、[IAM Role] (IAM ロール) リストから既存ロールを選択、また
は AWS Management Console が作成する新しいロールを使用します。

4. [Upload CSV] (CSV のアップロード) を選択し、ユーザーのインポート元の CSV ファイルを選択しま
す。

5. [Create job (ジョブの作成)] を選択します。
6. ジョブを開始するには、[開始] を選択します。

必須属性を表示する

1. AWS Management Console の Amazon Cognito に移動します。コンソールからプロンプトが表示され
たら、AWS 認証情報を入力します。

2. [Manage User Pools] (ユーザープールの管理) をクリックします。
3. [Your User Pools] (ユーザープール) ページからユーザープールを選択します。
4. 左側のナビゲーションメニューで [Attributes] (属性) を選択します。
5. [Which standard attributes are required?] (必須の標準的な属性はどれですか?) で、ユーザープールの

必須属性が表示されます。

エイリアスを使用したサインインをユーザープールで設定する

1. AWS Management Console の Amazon Cognito に移動します。コンソールからプロンプトが表示され
たら、AWS 認証情報を入力します。

2. [Manage User Pools] (ユーザープールの管理) をクリックします。
3. ページの右上にある [ユーザープールを作成する] を選択します。
4. ページの左上隅で、[Attributes] (属性) を選択します。
5. [Attributes] (属性) タブの、[How do you want your end users to sign-in?] (どのようにエンドユーザー

がサインインするようにしますか?) で、[Username] (ユーザー名) を選択します。次のいずれかのオプ
ションを選択します。

• [Also allow sign in with verified email address] (検証済みの E メールアドレスでのサインインも許
可): ユーザーが自分の E メールアドレスを使用してサインインすることを許可します。

• [Also allow sign in with verified phone number] (検証済みの電話番号でのサインインも許可): ユー
ザーが自分の電話番号を使用してサインインすることを許可します。

• [Also allow sign in with preferred username] (優先ユーザー名でのサインインも許可): ユーザーが優
先ユーザー名を使用してサインインすることを許可します。これはユーザーが変更できるユーザー
名です。

6. [Next step] (次のステップ) をクリックして保存し、ウィザードのすべての手順を完了します。

カスタム属性を追加するには

1. AWS Management Console の Amazon Cognito に移動します。コンソールからプロンプトが表示され
たら、AWS 認証情報を入力します。

2. [Manage User Pools] (ユーザープールの管理) をクリックします。
3. [ユーザープール] ページで、設定するユーザープールを選択します。
4. 左のナビゲーションバーから [Attributes] (属性) を選択します。
5. [Do you want to add custom attributes?] (カスタム属性を追加しますか?) の下で [Add custom attribute]

(カスタム属性の追加) を選択します。
6. 新しい属性に関する以下の詳細情報を入力します。

• 名前を入力します。
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• [Type] (タイプ) (文字列または数値) を選択します。
• 最小文字列の長さまたは数値を入力します。
• 最大文字列の長さまたは数値を入力します。
• ユーザーが初期値を設定した後で、カスタム属性の値を変更する権限をユーザーに付与する場合

は、[Mutable] (変更可能) を選択します。
7. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

メッセージと検証

パスワードポリシーを設定し、自己登録を有効にする

[ポリシー] タブには、以下の関連する設定があります。

• 必要なパスワードの強度を指定します。

• ユーザーに自己サインアップを許可するかどうかを指定する。このオプションはデフォルトで設定され
ています。

• 新しいアカウントのユーザーアカウントの有効期限 (日数) の指定。デフォルト設定は、ユーザーアカウ
ントが作成された日から 7 日です。最大の設定値は 90 日です。アカウントの有効期限が切れた後は、
管理者がユーザーのプロファイルを更新するまで、ユーザーはそのアカウントにログインできません。

Note

ユーザーが 1 回ログインすれば、そのアカウントの有効期限が切れることはありません。

メッセージをカスタマイズする

[Message Customizations] (メッセージのカスタマイズ) タブには、カスタム E メール確認とユーザーの招
待メッセージを指定するためのテンプレートがあります。

E メール検証またはユーザー招待メッセージの場合、メッセージの最大長は検証コードまたは一時パス
ワードを含めて UTF-8 で 2048 文字です。SMS 認証またはユーザー招待メッセージの場合、最大長は検証
コードまたは一時パスワードを含めて UTF-8 で 140 文字です。

検証コードは 24 時間有効です。
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ユーザー検証を設定する

1. AWS Management Consoleにサインインし、Amazon Cognito コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/cognito) を開きます。プロンプトが表示されたら、AWS 認証情報を入力し
ます。

2. [Manage User Pools] (ユーザープールの管理) を選択します。
3. [ユーザープール] ページで、設定するユーザープールを選択します。
4. 左側のナビゲーションメニューで、[MFA and verifications] を選択します。
5. [Which attributes do you want to verify?] (どの属性を検証する必要がありますか?) で、以下のいずれか

のオプションを選択します。

E メール

このオプションを選択すると、ユーザーがサインアップするときに Amazon Cognito が検証コー
ドを送信します。通常 E メールでユーザーと通信する場合は、このオプションを選択してくださ
い。たとえば、請求明細、注文書、特価販売を使用する場合は、検証済みの E メールアドレスを
使用する必要があります。

電話番号

このオプションを選択すると、Amazon Cognito はユーザーがサインアップする際に SMS メッ
セージ経由で検証コードを送信します。通常 SMS メッセージでユーザーと通信する場合は、こ
のオプションを選択してください。例えば、配信通知、予約確認、または警告を送信する場合
は、検証済みの電話番号を使用します。

E メールまたは電話番号

すべてのユーザーに同じ検証済みの連絡方法を要求する必要がない場合は、このオプションを選
択してください。この場合、アプリのサインアップページで、希望する連絡方法のみを検証する
ようにユーザーに求めることができます。Amazon Cognito が検証コードを送信するときは、ア
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プリからの SignUp リクエストで指定された連絡方法にコードが送信されます。ユーザーが E 
メールアドレスと電話番号の両方を入力し、アプリが SignUp リクエストに両方の連絡方法を指
定する場合、Amazon Cognito は検証コードを電話番号のみに送信します。

ユーザーが E メールアドレスと電話番号の両方を検証することを必須としている場合は、このオ
プションを選択してください。Amazon Cognito は、ユーザーのサインアップ時に 1 つの連絡方
法を検証するので、アプリがユーザーのサインイン後にもう一方の連絡方法を検証する必要があ
ります。詳細については、「ユーザーに E メールアドレスと電話番号の両方の確認を要求する場
合 (p. 177)」を参照してください。

なし

このオプションを選択すると、Amazon Cognito はユーザーのサインアップ時に検証コードを送
信しません。このオプションは、Amazon Cognito からの検証コードを使用せずに、少なくとも 1 
つの連絡方法を検証するカスタムの認証フローを使用している場合に選択します。例えば、特定
のドメインに属する E メールアドレスを自動的に確認するサインアップ前 Lambda トリガーを使
用することができます。

ユーザーの連絡先情報を検証しない場合は、アプリケーションを使用できない場合があります。
以下を行うには、ユーザーの連絡情報の検証が必要となる点にご注意ください。
• [Reset their passwords] (パスワードのリセット) — ユーザーが ForgotPassword API アク

ションを呼び出すオプションをアプリケーションで選択すると、Amazon Cognito はユーザー
の E メールアドレスまたは電話番号に一時パスワードを送信します。Amazon Cognito がこの
パスワードを送信するのは、ユーザーが検証済みの連絡方法を少なくとも 1 つ持っている場合
のみです。

• [Sign in by using an email address or phone number as an alias] (E メールアドレスまたは電
話番号をエイリアスとして使用してサインインする) — これらのエイリアスを許可するように
ユーザープールを設定した場合、ユーザーは、検証済みである場合にのみ、そのエイリアスを
使用してサインインできます。詳細については、「ログイン属性のカスタマイズ (p. 263)」を
参照してください。

6. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

カスタム E メールアドレスを使用するようにユーザープールを設定する方法

1. https://console.aws.amazon.com/cognito で Amazon Cognito コンソールを開きます。プロンプトが表
示されたら、AWS 認証情報を入力します。

2. [Manage User Pools] (ユーザープールの管理) を選択します。
3. [ユーザープール] ページで、設定するユーザープールを選択します。
4. 左側のナビゲーションメニューで [Message customizations] (メッセージのカスタマイズ) をクリック

します。
5. カスタムの FROM アドレスを使用する場合は、[Add custom FROM address] (カスタムの FROM アド

レスの追加) を選択し、次の手順に従います。

a. [SES リージョン] で、検証済み E メールアドレスが含まれているリージョンを選択します。
b. [ソース ARN] で、E メールアドレスを選択します。選択したリージョンの Amazon SES で検証

された E メールアドレスを使用します。
c. [FROM E メールアドレス] で、E メールアドレスを選択します。E メールアドレスのみ、または 

E メールアドレスとフレンドリー名を Jane Doe <janedoe@example.com> 形式で指定できま
す。

6. [Do you want to send emails through your Amazon SES Configuration? (Amazon SES の設定を通じて 
E メールを送信しますか?)] で、[Yes - Use Amazon SES (はい - Amazon SES を使用します)] または 
[No - Use Cognito (いいえ - Cognito を使用します)] (デフォルト) を選択します。

Amazon SES の使用を選択する場合は、変更の保存後に Amazon Cognito がサービスにリンクされた
ロールを作成します。
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7. カスタムの REPLY-TO アドレスを使用する場合は、[カスタムの REPLY-TO アドレスの追加] を選択
します。次に、ユーザーが FROM アドレスに送信するメッセージを受信する E メールアドレスを入
力します。

8. E メールアカウントオプションの設定を終了したら、[Save changes] (変更の保存) をクリックしま
す。

SMS サンドボックスに置かれていることを確認する

1. Amazon Cognito コンソール (https://console.aws.amazon.com/cognito) を開きます。プロンプトが表
示されたら、AWS 認証情報に入力します。

2. ユーザープールを作成 (p. 20)、または既存のユーザープールを編集 (p. 175)します。
3. アカウントが SMS サンドボックスに置かれている場合は、Amazon Cognito に以下のメッセージが表

示されます。

You are currently in a Sandbox environment in Amazon SNS.

このメッセージが表示されない場合は、アカウント内での SMS メッセージのセットアップが既に実
行されています。「Amazon Cognito でユーザープールのセットアップを完了する (p. 214)」へ進ん
でください。

4. Amazon SNS コンソールを新しいタブで開くためのメッセージで、Amazon SNS リンクを選択しま
す。

5. サンドボックス環境に置かれていることを確認します。コンソールメッセージには、以下のようにサ
ンドボックスのステータスと AWS リージョン が示されます。

This account is in the SMS sandbox in US East (N. Virginia).

E メールアドレスまたは電話番号を使用したサインアップとサインインをユーザープールで設定
するには

1. AWS Management Console の Amazon Cognito に移動します。コンソールからプロンプトが表示され
たら、AWS 認証情報を入力します。

2. [Manage User Pools] (ユーザープールの管理) をクリックします。
3. ページの右上にある [ユーザープールを作成する] を選択します。
4. ページの左上隅で、[Attributes] (属性) を選択します。
5. [Attributes] (属性) タブの、[How do you want your end users to sign-in?] (どのようにエンドユーザーが

サインインするようにしますか?) で、[Email address or phone number] (E メールアドレスまたは電話
番号) を選択します。次のいずれかのオプションを選択します。

• [Allow email addresses] (E メールアドレスを許可): ユーザーが E メールをユーザー名として使用し
てサインアップすることを許可します。

• [Allow phone numbers] (電話番号を許可): ユーザーが電話番号をユーザー名として使用してサイン
アップすることを許可します。

• [Allow both email addresses and phone number (users can choose one)] (E メールアドレスと電話
番号の両方を許可 (ユーザーは 1 つを選択できます)): ユーザーがサインアップ時にユーザー名とし
て E メールアドレスまたは電話番号を使用することを許可します。

6. [Next step] (次のステップ) をクリックして保存し、ウィザードのすべての手順を完了します。

FROM と REPLY-TO の E メールアドレスをカスタマイズするには

1. Amazon Cognito コンソールに移動し、[user pool] (ユーザープール) を選択します。
2. [Message customizations] (メッセージのカスタマイズ) を選択します。
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3. [Message customizations] (メッセージのカスタマイズ) で、[SES Region] (SES リージョン) を選択し
ます。

4. [FROM email address ARN] (FROM メールアドレス ARN) フィールドで、検証済みのメールアドレス
をリストから選択します。[FROM email address ARN] (FROM E メールアドレスのARN) フィールド
の下にある [SES ID の検証]リンクを選択して、Amazon Simple Email Service の ID を確認します。詳
細については、Amazon Simple Email Service デベロッパーガイドの「Amazon SES での E メールア
ドレスとドメインの検証」を参照してください。

5. 返信先 E メールアドレスをカスタマイズするには、[REPLY-TO email address (返信先 E メールアド
レス)] フィールドに有効な E メールアドレスを入力します。

セキュリティ機能の使用
Amazon Cognito コンソールで MFA を設定する

1. 左のナビゲーションバーから、[MFA and verifications] (MFA と検証) を選択します。
2. MFA を [Off] (オフ)、[Optional] (オプション)、[Required] のいずれかにします。
3. ユーザー単位で MFA を有効化する、またはリスクベースのアダプティブ認証を使用している場合

は、[Optional] (オプション) を選択します。アダプティブ認証の詳細については、「ユーザープールに
アドバンストセキュリティを追加する (p. 241)」を参照してください。

4. アプリケーションでサポートする第 2 の要素を選択します。ユーザーは、2 番目の要素として [SMS 
text message] (SMS テキストメッセージ) または [Time-based One-time Password] (タイムベースド
ワンタイムパスワード) を使用できます。SMS を認証要素としてではなく、パスワードリカバリメカ
ニズムとして使用できる TOTP を使用することを推奨しています。

5. 2 番目の要素として SMS テキストメッセージを使用し、この許可で定義された IAM ロールがな
い場合は、それをコンソールで作成することができます。[Create role] (ロールの作成) を選択し
て、Amazon Cognito がユーザーに SMS メッセージを送信することを許可する IAM ロールを作成し
ます。詳細については、「IAM ロール」を参照してください。

6. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

ユーザープールにアドバンストセキュリティを設定するには

1. 左のナビゲーションバーから [Advanced security] (アドバンストセキュリティ) を選択します。
2. [Do you want to enable advanced security features for this user pool?] (このユーザープールのアドバ

ンストセキュリティ機能を有効にしますか?) で [Yes] (はい) を選択して、アドバンストセキュリティ
を有効化します。または [Audit only] (監査のみ) を選択して情報を収集し、ユーザープールのデータを 
CloudWatch に送信します。

アクションを有効にする前に、2 週間、アドバンストセキュリティ機能を監査モードにしておくこと
をお勧めします。この間、Amazon Cognito がユーザーアプリの使用パターンを学習できるようにな
ります。

3. ドロップダウンリストから、[What app client do you want to customize settings for?] (どのアプリクラ
イアントの設定をカスタマイズしますか?) を選択します デフォルトでは、すべてのアプリクライアン
トに対して設定をグローバルのままにしておきます。

4. [Which action do you want to take with the compromised credentials?] (侵害された認証情報にどのよう
に対処しますか?) で、[Allow] (許可) または [Block use] (使用をブロック) を選択します。

5. [Customize when compromised credentials are blocked] (不正対象の認証情報をブロックした場合のカ
スタマイズ) を選択して、侵害された認証情報のチェックを開始するイベントを選択します。

• サインイン
• サインアップ
• パスワードの変更
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6. [How do you want to use adaptive authentication for sign-in attempts rated as low, medium and high 
risk?] (リスクが低、中、高と評価されたサインイン試行で、アダプティブ認証をどのように使用しま
すか?) で悪意のあるサインイン試行に対応する方法を選択します。サインインの試行を許可またはブ
ロックしたり、サインインを許可する前に追加の課題を要求することができます。

通常と異なるサインイン試行が検出された場合に、E メール通知を送信するには、[Notify users] (ユー
ザーに通知) を選択します。

7. 前のステップで [Notify users] (ユーザーに通知) を選択した場合は、[Notification message 
customization] (通知メッセージのカスタマイズ) フォームを使用して E メール通知メッセージをカス
タマイズできます。

8. [Customize] (カスタマイズ) を選択して、E メールメッセージの HTML とプレーンテキストバージョ
ンの両方でアダプティブ認証通知をカスタマイズします。E メールメッセージテンプレートの詳細に
ついては、「メッセージテンプレート (p. 272)」を参照してください。

9. アドバンストセキュリティのリスク評価にかかわらず、[Always allow] (常に許可) または [Always 
block] (常にブロック) する IP アドレスを入力します。CIDR 表記 で IP アドレスの範囲を指定します 
(例: 192.168.100.0/24)。

10. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。
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Amazon Cognito ID プール (フェデ
レーティッド ID)

Amazon Cognito ID プール (フェデレーティッド ID) は、ユーザーのために一意の ID を作成し、ID プロバ
イダーでそれらをフェデレートすることを可能にします。ID プールを使用すると、権限が制限された一時
的な AWS 認証情報を取得して、他の AWS のサービス にアクセスすることができます。Amazon Cognito 
ID プールは、以下の ID プロバイダーをサポートします。

• パブリックプロバイダー: Login with Amazon (ID プール) (p. 354)、Facebook (ID プー
ル) (p. 349)、Google (ID プール) (p. 357)、「Apple でサインイン」 (ID プール) (p. 364)。

• Amazon Cognito ユーザープール (p. 19)
• Open ID Connect プロバイダー (ID プール) (p. 368)
• SAML ID プロバイダー (ID プール) (p. 371)
• デベロッパーが認証したアイデンティティ (ID プール) (p. 372)

Amazon Cognito ID プールを利用できるリージョンの詳細については、「AWS リージョン別のサービス」
を参照してください。

Amazon Cognito ID プールの詳細については、以下のトピックを参照してください。

トピック
• Amazon Cognito ID プール (フェデレーティッド ID) の使用開始方法 (p. 311)
• ID プール (フェデレーティッド ID) の使用 (p. 313)
• ID プールの概念 (フェデレーティッドアイデンティティ)  (p. 318)
• 属性ベースのアクセスコントロールの一種としてのアクセスコントロールへの属性の使用 (p. 331)
• ロールベースアクセスコントロール (p. 336)
• 認証情報の取得 (p. 341)
• AWS のサービスへのアクセス (p. 347)
• ID プール (フェデレーティッドアイデンティティ) 外部 ID プロバイダー (p. 348)
• デベロッパーが認証したアイデンティティ (ID プール) (p. 372)
• 認証されていないユーザーから認証されたユーザー (ID プール) への切り替え (p. 383)

Amazon Cognito ID プール (フェデレーティッド 
ID) の使用開始方法

Important

現在、Amazon Cognito の ID プールは古いバージョンの Amazon Cognito コンソールを使用し
ています。[フェデレーティッドアイデンティティ] を選択して、ID プールコンソールに移動しま
す。

Amazon Cognito ID プールを使用すると、一意のアイデンティティを作成し、ユーザーに許可を割り当て
ることができます。ID プールには以下を含めることができます。
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• Amazon Cognito ユーザープール内のユーザー
• Facebook、Google、Apple、または SAML ID プロバイダーなどの外部 ID プロバイダーを使って認証す

るユーザー。
• 独自の既存の認証プロセスによって認証されたユーザー

ID プールでは、他の AWS のサービス への直接的なアクセス用、または、リソースへの Amazon API 
Gateway 経由のアクセス用にユーザーが定義した許可を使用する、一時的な AWS 認証情報を取得できま
す。

トピック
• Amazon Cognito で ID プールを作成する (p. 312)
• Mobile または JavaScript SDK をインストールします。 (p. 312)
• ID プロバイダーを統合する (p. 313)
• 認証情報を取得する (p. 313)

Amazon Cognito で ID プールを作成する
ID プールは、Amazon Cognito コンソール経由で、または、AWS Command Line Interface (CLI) か 
Amazon Cognito API を使用して作成することができます。

コンソールで新しい ID プールを作成する

1. Amazon Cognito コンソールにサインインし、[Manage identity pools] (ID プールの管理) をクリックし
てから [Create new identity pool] (新しい ID プールの作成) をクリックします。

2. ID プールの名前を入力します。
3. 認証されていない ID を有効にするには、折りたたみ可能な [Unauthenticated identities] (認証されてい

ない ID) セクションの [Enable access to unauthenticated identities] (認証されていない ID に対してア
クセスを有効にする) を選択します。

4. 必要に応じて、[Authentication providers] (認証プロバイダー) セクションで認証プロバイダーを設定し
ます。

5. [Create Pool] (プールの作成) を選択します。

Note

有効な ID プールには、少なくとも 1 つのアイデンティティが必要です。
6. AWS リソースへのアクセスに関するプロンプトが表示されます。

[Allow] (許可) を選択して、ID プールに関連付けられた 2 つのデフォルトロール (1 つは認証されて
いないユーザー用、もう 1 つは認証されたユーザー用) を作成します。これらのデフォルトのロール
は、ID プールに Amazon Cognito Sync へのアクセス権を提供します。ID プールに関連付けられた
ロールは、AWS Identity and Access Management (IAM) コンソールで変更できます。

Mobile または JavaScript SDK をインストールしま
す。
Amazon Cognito ID プールを使用するには、AWS Mobile または JavaScript SDK をインストールして設定
する必要があります。詳細については、以下のトピックを参照してください。

• AWS Mobile SDK for Android をセットアップする
• AWS Mobile SDK for iOS をセットアップする
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• AWS SDK for JavaScript をセットアップする
• AWS Mobile SDK for Unity をセットアップする
• AWSMobile SDK for .NET および Xamarin をセットアップする

ID プロバイダーを統合する
Amazon Cognito ID プール (フェデレーティッド ID) は、Amazon Cognito ユーザープール、フェデレー
ティッド ID プロバイダー (Amazon、Facebook、Google、および SAML ID プロバイダーなど) に加えて、
認証されていない ID 経由でのユーザー認証をサポートしています。また、この機能は独自のバックエン
ド認証プロセスを通じてユーザーを認証し登録することができる、デベロッパーが認証したアイデンティ
ティ (ID プール) (p. 372) をサポートしています。

独自のユーザーディレクトリを作成するための Amazon Cognito ユーザープールの使用に関する詳細につ
いては、「Amazon Cognito user pools (p. 19)」および「サインイン後に ID プールを使用して AWS サー
ビスへアクセスする (p. 230)」を参照してください。

外部 ID プロバイダーについては、ID プール (フェデレーティッドアイデンティティ) 外部 ID プロバイ
ダー (p. 348) を参照してください。

独自のバックエンド認証プロセスの統合に関する詳細については、「デベロッパーが認証したアイデン
ティティ (ID プール) (p. 372)」を参照してください。

認証情報を取得する
Amazon Cognito ID プールは、ゲストユーザー (未認証)、および認証されてトークンを受け取ったユー
ザーに一時的な AWS 認証情報を提供します。これらの AWS 認証情報を使用することによってアプリ
ケーションは、AWS 内のバックエンドに対し、または、(Amazon API Gateway 経由で) AWS 外のバック
エンドに対しセキュアにアクセスできます。「認証情報の取得 (p. 341)」を参照してください。

ID プール (フェデレーティッド ID) の使用
Important

現在、Amazon Cognito の ID プールは古いバージョンの Amazon Cognito コンソールを使用し
ています。[フェデレーティッドアイデンティティ] を選択して、ID プールコンソールに移動しま
す。

Amazon Cognito ID プールは、ゲストユーザー (未認証)、および認証されてトークンを受け取ったユー
ザーに一時的な AWS 認証情報を提供します。ID プールはアカウントに固有のユーザー ID データのスト
アです。

コンソールで新しい ID プールを作成する

1. Amazon Cognito コンソールにサインインし、[Manage identity pools] (ID プールの管理) をクリックし
てから [Create new identity pool] (新しい ID プールの作成) をクリックします。

2. ID プールの名前を入力します。
3. 認証されていない ID を有効にするには、折りたたみ可能な [Unauthenticated identities] (認証されてい

ない ID) セクションの [Enable access to unauthenticated identities] (認証されていない ID に対してア
クセスを有効にする) を選択します。

4. 必要に応じて、[Authentication providers] (認証プロバイダー) セクションで認証プロバイダーを設定し
ます。

5. [Create Pool] (プールの作成) を選択します。
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Note

有効な ID プールには、少なくとも 1 つのアイデンティティが必要です。
6. AWS リソースへのアクセスに関するプロンプトが表示されます。

[Allow] (許可) を選択して、ID プールに関連付けられた 2 つのデフォルトロール (1 つは認証されて
いないユーザー用、もう 1 つは認証されたユーザー用) を作成します。これらのデフォルトのロール
は、ID プールに Amazon Cognito Sync へのアクセス権を提供します。ID プールに関連付けられた
ロールは、IAM コンソールで変更できます。Amazon Cognito コンソールでの作業に関する追加の手
順については、「Amazon Cognito コンソールの使用 (p. 3)」を参照してください。

ユーザー IAM ロール
IAM ロールは、ユーザーが AWS といった Amazon Cognito Sync (p. 387) リソースにアクセスするため
の許可を定義します。アプリケーションのユーザーは、作成されたロールを引き受けます。認証された
ユーザーと認証されていないユーザー用に、異なるロールを指定できます。IAM ロールの詳細について
は、「IAM ロール (p. 324)」を参照してください。

認証された ID と認証されていない ID
Amazon Cognito ID プールは、認証された ID と認証されていない ID の両方をサポートします。認証され
た ID は任意のサポートされている認証プロバイダーで認証されたユーザーに属します。通常、認証されて
いない ID はゲストユーザーに属します。

• パブリックログインプロバイダーに対して、認証された ID を設定する方法については、「ID プール 
(フェデレーティッドアイデンティティ) 外部 ID プロバイダー (p. 348)」を参照してください。

• 独自のバックエンド認証プロセスを設定するには、「デベロッパーが認証したアイデンティティ (ID 
プール) (p. 372)」を参照してください。

認証されていない ID を有効または無効にする
Amazon Cognito ID プールでは、ID プロバイダーによる認証を行わないユーザーに対して、固有の識別
子と AWS 認証情報を提供することによって、認証されていない ID をサポートすることが可能です。ア
プリケーションで、ログインしないユーザーを許可している場合、認証されていない ID 用にアクセスを
有効にできます。詳細については、「Amazon Cognito ID プール (フェデレーティッド ID) の使用開始方
法 (p. 311)」を参照してください。

Amazon Cognito コンソールで [Manage identity pools] (ID プールの管理) をクリックします。

1. 認証されていない ID を有効または無効にする ID プールの名前を選択します。ID プールの [Dashboard]
(ダッシュボード) ページが表示されます。

2. ダッシュボードページの右上にある、[Edit identity pool] (ID プールの編集) をクリックします。[Edit 
identity pool] (ID プールの編集) ページが表示されます。

3. 下にスクロールし、認証されていない ID を選択しそれを展開します。
4. 認証されていない ID へのアクセスを有効または無効にするチェックボックスをオンにします。
5. [Save Changes] (変更を保存) をクリックします。

ID の種類に関連付けられたロールを変更する
ID プールのすべての ID は、認証されているか、認証されていないかのいずれかです。認証された ID は、
パブリックログインプロバイダー (Amazon Cognito ユーザープール、Login with Amazon、「Apple でサイ
ンイン」、Facebook、Google、SAML、または任意の OpenID Connect プロバイダー)、またはデベロッ
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パープロバイダー (独自のバックエンド認証プロセス) によって認証されたユーザーに属します。通常、認
証されていない ID はゲストユーザーに属します。

各 ID の種類について、割り当てられたロールがあります。このロールには、ロールがアクセスできる 
AWS のサービス を決定するポリシーがアタッチされています。リクエストを受け取った Amazon Cognito 
は、ID タイプとその ID タイプに割り当てられたロールを判別し、そのロールにアタッチされたポリシー
を使用して応答を返します。ポリシーを変更する、または ID タイプに異なるロールを割り当てることに
よって、ID タイプがアクセスできる AWS のサービス を制御できます。ID プールのロールに関連付けら
れたポリシーの表示または変更については、「AWS IAM コンソール」を参照してください。

ID タイプに関連付けられているロールは、Amazon Cognito ID プール (フェデレーティッド ID) コンソー
ルを使用して変更できます。Amazon Cognito コンソールで [Manage identity pools] (ID プールの管理) を
クリックします。

1. ロールを変更する ID プールの名前を選択します。ID プールの [Dashboard] (ダッシュボード) ページが
表示されます。

2. ダッシュボードページの右上にある、[Edit identity pool] (ID プールの編集) をクリックします。[Edit 
identity pool] (ID プールの編集) ページが表示されます。

3. [Unauthenticated role] (認証されていないロール) と [Authenticated role] (認証されたロール) の横にある
ドロップダウンメニューを使用して、ロールを変更します。[Create new role] (新しいロールの作成) を
クリックして、AWS IAM コンソールで各 ID タイプに関連付けられたロールを作成または変更します。
詳細については、「IAM ロール」を参照してください。

認証プロバイダーを有効にする、または編集する
パブリック ID プロバイダー (Amazon Cognito ユーザープール、Login with Amazon、Apple でサインイ
ン、Facebook、Google など) を使用した認証をユーザーに許可している場合は、Amazon Cognito ID プー
ル (フェデレーティッド ID) のコンソールでアプリケーション識別子を指定できます。これにより、アプリ
ケーション ID (パブリックログインプロバイダーによって提供) が ID プールに関連付けられます。

このページからプロバイダーごとの認証ルールを設定することもできます。プロバイダーごとに、最大 25 
個のルールを割り当てることができます。ルールは、プロバイダーごとに保存した順序で適用されます。
詳細については、「ロールベースアクセスコントロール (p. 336)」を参照してください。

Warning

ID プールがリンクされたアプリケーション ID を変更すると、その ID プールによる既存ユーザー
の認証ができなくなります。詳細情報 ID プール (フェデレーティッドアイデンティティ) 外部 ID 
プロバイダー (p. 348)。

Amazon Cognito コンソールで [Manage identity pools] (ID プールの管理) をクリックします。

1. 外部プロバイダーを有効にする ID プールの名前を選択します。ID プールの [Dashboard] (ダッシュボー
ド) ページが表示されます。

2. ダッシュボードページの右上にある、[Edit identity pool] (ID プールの編集) をクリックします。[Edit 
identity pool] (ID プールの編集) ページが表示されます。

3. 下にスクロールし、認証プロバイダーを選択して展開します。
4. 適切なプロバイダーのタブを選択し、その認証プロバイダーに関連する必要な情報を入力します。

ID プールを削除する
Amazon Cognito コンソールで [Manage identity pools] (ID プールの管理) をクリックします。

1. 削除する ID プールの名前を選択します。ID プールの [Dashboard] (ダッシュボード) ページが表示され
ます。
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2. ダッシュボードページの右上にある、[Edit identity pool] (ID プールの編集) をクリックします。[Edit 
identity pool] (ID プールの編集) ページが表示されます。

3. 下にスクロールし、[Delete identity pool] (ID プールの削除) をクリックして展開します。
4. 削除する ID プールを選択します。
5. [Delete pool] (プールの削除) をクリックします。

Warning

[Delete] (削除) ボタンをクリックすると、ID プールと、それに含まれているすべてのユーザー
データが完全に削除されます。ID プールを削除すると、その ID プールを利用しているアプリ
ケーションや他のサービスは動作を停止します。

ID プールから ID を削除する
Amazon Cognito コンソールで [Manage identity pools] (ID プールの管理) をクリックします。

1. 削除する ID を含む ID プールの名前を選択します。ID プールの [Dashboard] (ダッシュボード) ページが
表示されます。

2. ダッシュボードページの左側にあるナビゲーションで、[Identity browser] (ID ブラウザ) をクリックしま
す。[ID] ページが表示されます。

3. [Identities] (識別子) ページで、削除する識別子 ID を入力し、[Search] (検索) をクリックします。
4. [Identity details] (ID の詳細) ページで、[Delete identity] (ID の削除) ボタンをクリックした後、[Delete]

(削除) をクリックします。

Amazon Cognito Sync を ID プールで使用する
Amazon Cognito Sync は、アプリケーションに関連するユーザーデータをデバイス間で同期を可能にする 
AWS のサービス およびクライアントライブラリです。Amazon Cognito Sync は、独自のバックエンドを
使用せずに、モバイルデバイスとウェブ間でユーザープロファイルデータを同期できます。クライアント
ライブラリはローカルにデータをキャッシュするため、アプリはデバイスの接続状態にかかわらず、デー
タを読み書きすることができます。デバイスがオンラインになると、データを同期できます。プッシュ同
期を設定すると、更新が利用できることが他のデバイスにすぐに通知されます。

データセットの管理
アプリケーションに Amazon Cognito Sync 機能を実装している場合、Amazon Cognito ID プールコン
ソールで、個々のアイデンティティ用のデータセットとレコードを手動で作成したり、削除したりでき
ます。Amazon Cognito ID プールコンソールで、アイデンティティ用のデータセットまたはレコードに
対して行った変更は、コンソールの [Synchronize] (同期) をクリックするまで保存されません。この変更
は、Synchronize が呼び出され、ID が同期されるでは、エンドユーザーに表示されません。特定のアイデ
ンティティのデータセット一覧ページを更新すると、個別のアイデンティティについて他のデバイスから
同期されたデータが表示されます。

アイデンティティのデータセットを作成する
Amazon Cognito コンソールで、[Manage Identity Pools] (ID プールの管理) をクリックします。

1. データセットを作成するアイデンティティが含まれる ID プールの名前を選択します。ID プールの
[Dashboard] (ダッシュボード) ページが表示されます。

2. ダッシュボードページの左側にあるナビゲーションで、[Identity browser] (ID ブラウザ) をクリックしま
す。[ID] ページが表示されます。

3. [Identities] (識別子) ページで、データセットを作成する識別子 ID を入力し、[Search] (検索) をクリック
します。
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4. 入力した ID の [Identity details] (ID の詳細) ページで、[Create dataset] (データセットの作成) ボタンを
クリックし、データセット名を入力した上で、[Create and edit dataset] (データセットの作成と編集) を
クリックします。

5. [Current dataset] (現在のデータセット) ページで、[Create record] (レコードの作成) をクリックして、
そのデータセットに保存するレコードを作成します。

6. そのデータセットのキー、有効な JSON 値、または保存する値を入力してから、[Format as JSON]
(JSON としてフォーマット) をクリックして、入力した値を可読性のためにフォーマットします。さら
に、適切な形式の JSON が生成されたことを確認します。完了したら、[Save Changes] (変更の保存) 
をクリックします。

7. [Synchronize] (同期) をクリックしてデータセットを同期します。変更は [Synchronize] (同期) をクリッ
クするまで保存されず、ID が [Synchronize] (同期) されるまでユーザーには表示されません。同期され
なかった変更を破棄するには、破棄する変更を選択し、[Discard changes] (変更の破棄) をクリックしま
す。

ID に関連付けられたデータセットを削除する

Amazon Cognito コンソールで [Manage identity pools] (ID プールの管理) をクリックします。

1. データセットを削除する ID を含む ID プールの名前を選択します。ID プールの [Dashboard] (ダッシュ
ボード) ページが表示されます。

2. ダッシュボードページの左側にあるナビゲーションで、[Identity browser] (ID ブラウザ) をクリックしま
す。[ID] ページが表示されます。

3. [Identities] (識別子) ページで、削除するデータセットを含む識別子 ID を入力し、[Search] (検索) をク
リックします。

4. [Identity details] (ID の詳細) ページで、削除するデータセットの横にあるチェックボックスを (1 つまた
は複数) オンにした上で、[Delete selected] (選択した項目を削除)、[Delete] (削除) の順にクリックしま
す。

データの一括発行
一括発行を使用すると、既に Amazon Cognito Sync ストアに保存されているデータを、Amazon Kinesis 
ストリームにエクスポートできます。すべてのストリームを一括発行する手順については、「Amazon 
Cognito ストリーム (p. 413)」を参照してください。

プッシュ同期を有効にする
Amazon Cognito は自動的にアイデンティティとデバイス間の関係を追跡します。プッシュ同期機能を使
用すると、ID データが変更された際に、特定の ID のすべてのインスタンスに確実に通知を送れます。
プッシュ同期は、特定のアイデンティティの同期ストアデータが変更されるたびに、そのアイデンティ
ティに関連付けられているすべてのデバイスが、この変更を伝えるサイレントプッシュ通知を受け取るこ
とを保証します。

プッシュ同期は、Amazon Cognito コンソールを使って有効にできます。Amazon Cognito コンソールで
[Manage identity pools] (ID プールの管理) をクリックします。

1. プッシュ同期を有効にする ID プールの名前を選択します。ID プールの [Dashboard] (ダッシュボード) 
ページが表示されます。

2. ダッシュボードページの右上にある、[Edit identity pool] (ID プールの編集) をクリックします。[Edit 
identity pool] (ID プールの編集) ページが表示されます。

3. 下にスクロールし、[Push synchronization] (プッシュ同期) をクリックして展開します。
4. [Service role] (サービスロール) のドロップダウンメニューで、Amazon Simple Notification Service 

(Amazon SNS) 通知を送信する許可を、Amazon Cognito に付与するための IAM ロールを選択しま
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す。ID プールに関連付けられたロールを作成または変更するには、AWS IAM コンソールで [Create 
role] (ロールの作成) をクリックします。

5. プラットフォームアプリケーションを選択し、[Save Changes] (変更の保存) をクリックします。

Amazon Cognito Streams をセットアップする
Amazon Cognito Streams は、Amazon Cognito Sync に保存されているデータに対する制御と洞察をデ
ベロッパーに提供します。これで、デベロッパーはイベントをデータとして受け取るために Kinesis スト
リームを設定できるようになります。Amazon Cognito は、所有する Kinesis ストリームに各データセッ
トの変更をリアルタイムでプッシュできます。Amazon Cognito コンソールで Amazon Cognito Streams 
をセットアップする方法の手順については、「Amazon Cognito ストリーム (p. 413)」を参照してくださ
い。

Amazon Cognito Events をセットアップする
Amazon Cognito Events は、Amazon Cognito Sync での重要なイベントへの対応として AWS Lambda 関
数を実行することを可能にします。Amazon Cognito Sync は、データセットが同期されるときに Sync 
Trigger イベントを生成します。Sync Trigger イベントを使用して、ユーザーがデータを更新するときにア
クションを実行できます。コンソールから Amazon Cognito Events をセットアップする手順については、
「Amazon Cognito イベント (p. 415)」を参照してください。

AWS Lambda の詳細については、「AWS Lambda」を参照してください。

ID プールの概念 (フェデレーティッドアイデンティ
ティ)

Amazon Cognito ID プールを使用して、ユーザーのために一意のアイデンティティを作成し、ID プロ
バイダーでそれらを認証することができます。ID を使用すると、権限が制限された一時的な AWS 認
証情報を取得して、他の AWS のサービス にアクセスすることができます。Amazon Cognito ID プール
は、Amazon、Apple、Facebook、および Google などのパブリック ID プロバイダーだけでなく、認証さ
れていない ID もサポートします。また、独自のバックエンド認証プロセスを通じてユーザーを登録し、認
証することができる、開発者が認証した ID をサポートします。

Amazon Cognito ID プールを利用できるリージョンの詳細については、「AWS リージョン別のサービス」
を参照してください。Amazon Cognito ID プールの概念に関する詳細については、以下のトピックを参照
してください。

トピック
• ID プール (フェデレーティッドアイデンティティ) の認証フロー (p. 318)
• IAM ロール (p. 324)
• ロールの信頼とアクセス権限 (p. 331)

ID プール (フェデレーティッドアイデンティティ) の
認証フロー
Amazon Cognito は、エンドユーザーのために、デバイスおよびプラットフォーム全体で整合性が維持さ
れる一意の識別子を作成するために役立ちます。Amazon Cognito は、AWS リソースにアクセスするた
めの、権限が制限された一時的な認証情報もアプリケーションに提供します。このページでは、Amazon 
Cognito での認証の基礎と、ID プール内のアイデンティティのライフサイクルについて説明します。
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外部プロバイダーの認証フロー

Amazon Cognito で認証されるユーザーは、その認証情報をブートストラップするために複数ステップの
プロセスを経由します。Amazon Cognito には、パブリックプロバイダーでの認証に、拡張認証と基本認
証の 2 つの異なるフローがあります。

これらのフローの 1 つを完了すると、ロールのアクセスポリシーで定義されている他の AWS のサービス 
にアクセスできます。デフォルトでは、Amazon Cognito コンソールは、Amazon Cognito Sync ストアと 
Amazon Mobile Analytics へのアクセス権を持つロールを作成します。その他のアクセス権を付与する方法
の詳細については、「IAM ロール (p. 324)」を参照してください。

拡張 (簡略化) 認証フロー

拡張認証フローを使用する場合、アプリケーションは最初に、承認された Amazon Cognito ユーザー
プールまたはサードパーティー ID プロバイダーからの ID トークンを GetID リクエストに示します。
アプリは、ID プール内のアイデンティティ ID とトークンを交換します。次に、アイデンティティ ID 
は、GetCredentialsForIdentity リクエスト内の同じ ID プロバイダートークンと共に使用されま
す。拡張ワークフローでは、バックグラウンドで GetOpenIdToken と AssumeRoleWithWebIdentity
を実行することで認証情報の取得を簡素化されます。GetCredentialsForIdentity は AWS API 認証
情報を返します。

1. GetId
2. GetCredentialsForIdentity

基本 (Classic) 認証フロー

基本認証フローを使用する場合、アプリケーションは最初に、承認された Amazon Cognito ユー
ザープールまたはサードパーティー ID プロバイダーからの ID トークンを GetID リクエストに示
します。アプリは、ID プール内のアイデンティティ ID とトークンを交換します。次に、アイデン
ティティ ID は、GetOpenIdToken リクエスト内の同じ ID プロバイダートークンと共に使用されま
す。GetOpenIdToken は ID プールによって発行された新しい OAuth 2.0 トークンを返します。その
後、AssumeRoleWithWebIdentity リクエストで新しいトークンを使用して AWS API 認証情報を取得でき
ます。基本ワークフローでは、ユーザーに配布する認証情報をより細かく制御できます。拡張認証フロー
の GetCredentialsForIdentity リクエストは、アクセストークンの内容に基づいてロールをリクエ
ストします。クラシックワークフローの AssumeRoleWithWebIdentity リクエストにより、アプリケー
ションの権限が拡張され、十分な信頼ポリシーが設定された任意の AWS Identity and Access Management 
ロールへの認証情報をリクエストできるようになります。

1. GetId
2. GetOpenIdToken
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3. AssumeRoleWithWebIdentity

デベロッパーが認証した ID の認証フロー

デベロッパーが認証したアイデンティティ (ID プール) (p. 372) を使用する場合、クライアントは独自の
認証システムでユーザーを検証するために、Amazon Cognito 外部のコードが含まれる異なる認証フロー
を使用します。Amazon Cognito 外部のコードは、外部のものであることが示されます。

拡張認証フロー

1. デベロッパープロバイダー経由でのログイン (Amazon Cognito 外部のコード)
2. ユーザーログインの検証 (Amazon Cognito 外部のコード)
3. GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity
4. GetCredentialsForIdentity

基本的な認証フロー

1. デベロッパープロバイダー経由でのログイン (Amazon Cognito 外部のコード)
2. ユーザーログインの検証 (Amazon Cognito 外部のコード)
3. GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity
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4. AssumeRoleWithWebIdentity

使用するべき認証フロー

ほとんどのお客様にとって、[Enhanced Flow] が正しい選択であり、[Basic Flow] に対して多くのメリット
があります。

• デバイスで認証情報を取得するための 1 つ少ないネットワーク呼び出し。
• すべてのコールは Amazon Cognito に対して行われるので、ネットワーク接続が 1 つ減ることにもなり

ます。
• アプリケーションにロールを埋め込む必要はなくなり、認証情報のブートストラッピングを開始するた

めに必要なものは、ID プールの ID とリージョンのみになります。

2015 年 2 月以降、Amazon Cognito コンソールは拡張フローを使用したコード例を表示しています。さら
に、ID プールに拡張フローを使用するために必要なロールの関連付けがない場合、コンソールに通知が表
示されます。

拡張フローがサポートされる最小の SDK バージョンを次に示します。

SDK (最小バージョン)

• AWS SDK for iOS (2.0.14)
• AWS SDK for Android (2.1.8)
• AWS SDK for JavaScript (2.1.7)
• AWS SDK for Unity (1.0.3)
• AWS SDK for Xamarin (3.0.0.5)

コンソールで新しい ID プールを作成するときに、設定された複数のデフォルトロールを使用する場合は、
[Basic Flow] を使用してください。

API の要約

GetId

GetId API コールは、Amazon Cognito で新しいアイデンティティを確立するために最初に呼び出す
必要があります。
非認証アクセス

Amazon Cognito には、アプリケーションで認証されていないゲストアクセスを許可できます。こ
の機能が ID プールで有効になっている場合、ユーザーはいつでも GetId API 経由で新しいアイ
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デンティティ ID をリクエストできます。Amazon Cognito に後続のコールを実行するため、アプ
リケーションにはこのアイデンティティ ID をキャッシュすることが期待されます。AWS Mobile 
SDK と AWS SDK for JavaScript in the Browser には、このキャッシングを処理する認証情報プロ
バイダーがあります。

認証されたアクセス

パブリックログインプロバイダー (Facebook、Google+、Login with Amazon、または「Apple で
サインイン」など) のサポートでアプリケーションを設定すると、ユーザーは、これらのプロバ
イダーでユーザーを識別するトークン (OAuth または OpenID Connect) を提供できるようにな
ります。GetId の呼び出しで使用されると、Amazon Cognito は新しい認証されたアイデンティ
ティを作成するか、その特定のログインに既に関連付けられているアイデンティティを返しま
す。Amazon Cognito は、プロバイダーでトークンを検証し、以下を確実にすることでこれを行い
ます。
• トークンは有効で、設定されたプロバイダーからのものである。
• トークンの有効期限が切れていない。
• トークンがそのプロバイダーで作成されたアプリケーション識別子 (例えば、Facebook アプリ 

ID) と一致する。
• トークンがユーザー識別子と一致する。

GetCredentialsForIdentity

GetCredentialsForIdentity API は、アイデンティティ ID を確立した後で呼び出すことができ
ます。この API は、GetOpenIdToken と AssumeRoleWithWebIdentity を続けて呼び出すのと同
じ機能を提供します。

代わりに Amazon Cognito で AssumeRoleWithWebIdentity を呼び出す場合は、Amazon Cognito 
に関連付けられた IAM ロールが ID プールにある必要があります。これは、Amazon Cognito コンソー
ルを使用して、または手動で SetIdentityPoolRoles オペレーションを使用して実行できます。

GetOpenIdToken

アイデンティティ ID を確立した後で GetOpenIdToken API リクエストを行います。最初のリクエス
ト後にアイデンティティ ID をキャッシュし、GetOpenIdToken を使用してその ID 以降の基本 (クラ
シック) セッションを開始します。

GetOpenIdToken API リクエストに対するレスポンスは、Amazon Cognito が生成するトークンで
す。このトークンは、AssumeRoleWithWebIdentity リクエストの WebIdentityToken パラメー
タとして送信できます。

OpenID トークンを送信する前に、アプリで検証してください。SDK の OIDC ライブラリや aws-
jwt-verify のようなライブラリを使用して、Amazon Cognito がトークンを発行したことを確認できま
す。OpenID トークンの署名キー ID または kid は、Amazon Cognito ID jwks_uriドキュメント† にリ
ストされているもののいずれかです。これらのキーは変更される可能性があります。Amazon Cognito 
ID トークンを検証する関数は、jwks_uri ドキュメントからキーのリストを定期的に更新する必要があ
ります。Amazon Cognito は、jwks_uri キャッシュコントロールレスポンスヘッダーで更新期間を設定
しており、現在 max-age の 30 日間に設定されています。
認証されていないアクセス

認証されていない ID のトークンを取得するには、アイデンティティ ID そのもののみが必要で
す。認証された ID または無効にした ID の認証されていないトークンを取得することはできませ
ん。

認証されたアクセス

認証済みの ID がある場合、その ID に既に関連付けられたログイン用に、少なくとも 1 つのトー
クンを渡す必要があります。GetOpenIdToken の呼び出し中に渡されるすべてのトークンは、前
に説明したのと同じ検証を渡す必要があります。いずれかのトークンが失敗すると、呼び出し全
体が失敗します。GetOpenIdToken 呼び出しからの応答に、アイデンティティ ID が含まれるこ
ともあります。これは、渡すアイデンティティ ID が、返される ID とは限らないためです。
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ログインのリンク

既に任意の ID と関連付けられていないログインのトークンを送信すると、そのログインは関連
付けられた ID に「リンクしている」と見なされます。パブリックプロバイダーごとに、1 つのロ
グインのみをリンクできます。複数のログインをパブリックプロバイダーにリンクしようとする
と、応答として ResourceConflictException エラーが発生します。ログインが単純に既存の 
アイデンティティ にリンクされている場合、GetOpenIdToken から返されるアイデンティティ 
ID は、渡された ID と同じになります。

ID の結合

現在、特定の ID にリンクされていないが、別の ID にリンクされているログインに対してトーク
ンを渡すと、2 つの ID が結合されます。いったん結合されると、1 つの ID は、すべての関連ロ
グインの親/所有者になり、もう 1 つは無視されます。この場合、親/所有者のアイデンティティ 
ID が返されます。この値が異なる場合は、ローカルキャッシュを更新する必要があります。AWS 
Mobile SDK または AWS SDK for JavaScript in the Browser のプロバイダーは、この操作を実行
します。

GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity

GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity API は、デベロッパーが認証した ID を使用するとき
に、デバイスからの GetId と GetOpenIdToken の使用を置き換えます。この API コールは AWS 認
証情報で署名されているため、Amazon Cognito は、API コールで指定されたユーザー識別子が有効で
あることを信頼できます。これは、Amazon Cognito が実行するトークン検証を外部プロバイダーに
置き換えます。

この API のペイロードには、デベロッパープロバイダーのキーとシステムでのユーザーの識別子とし
ての値が含まれている必要があるログインマップが含まれます。ユーザー識別子がまだ既存のアイデ
ンティティに既にリンクされていない場合は、Amazon Cognito が新しいアイデンティティを作成し
て、新しいアイデンティティ ID と、そのアイデンティティの OpenID Connect を返します。ユーザー
識別子が既にリンクされている場合は、Amazon Cognito が既存のアイデンティティ ID と OpenID 
Connect トークンを返します。最初のリクエスト後にデベロッパーアイデンティティ ID をキャッシュ
し、GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity を使用してその ID 以降の基本 (クラシック) セッ
ションを開始します。

GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity API リクエストに対するレスポンスは、Amazon 
Cognito が生成するトークンです。このトークンは、AssumeRoleWithWebIdentity リクエストの
WebIdentityToken パラメータとして送信できます。

OpenID Connect トークンを送信する前に、アプリで検証してください。SDK の OIDC ライブラリ
や aws-jwt-verify のようなライブラリを使用して、Amazon Cognito がトークンを発行したことを確
認できます。OpenID Connect トークンの署名キー ID または kid は、Amazon Cognito ID jwks_uri
ドキュメント† にリストされているもののいずれかです。これらのキーは変更される可能性がありま
す。Amazon Cognito ID トークンを検証する関数は、jwks_uri ドキュメントからキーのリストを定期
的に更新する必要があります。Amazon Cognito は、jwks_uri cache-control レスポンスヘッダーで
更新期間を設定しており、現在 max-age の 30 日間に設定されています。
ログインのリンク

外部プロバイダーと同様に、既に ID に関連付けられていない追加のログインを指定すると、そ
れらのログインがその ID に暗黙的にリンクされます。外部プロバイダーのログインを ID にリ
ンクする場合、ユーザーはそのプロバイダーで外部プロバイダーの認証フローを使用できます
が、GetId または GetOpenIdToken を呼び出すときに、ログインマップでデベロッパープロバ
イダー名を使用できません。

ID の結合

Amazon Cognito は、デベロッパーが認証したアイデンティティを使用し
て、MergeDeveloperIdentities API を通じて暗黙的なマージと明示的なマージの両方をサポー
トします。明示的なマージにより、システムでユーザー識別子を持つ 2 つのアイデンティティ
を、1 つのアイデンティティとしてマークできます。ソースと宛先のユーザー識別子を指定す
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ると、Amazon Cognito がそれらをマージします。次回にいずれかのユーザー識別子に対して 
OpenId Connect トークンをリクエストすると、同じアイデンティティ ID が返されます。

AssumeRoleWithWebIdentity

OpenID Connect トークンを取得したら、AWS Security Token Service (STS) の
AssumeRoleWithWebIdentity API コールを通じて、これを一時的な AWS 認証情報と交換するこ
とができます。このコールは、Facebook、Google+、Login with Amazon、または Apple でのサイン
インを直接使用している場合と変わりありません。唯一の例外は、いずれかのパブリックプロバイ
ダーからのトークンの代わりに Amazon Cognito トークンを渡すことです。

作成できる ID の数には制限がないため、ユーザーに付与するアクセス権限を理解することが重要で
す。アプリケーション用の異なるロールを設定します (1 つは認証されていないユーザー用で、もう 
1 つは認証されたユーザー用)。Amazon Cognito コンソールは、最初に ID プールをセットアップす
るときにデフォルトでこれらを作成します。これら 2 つのロールのアクセスポリシーはまったく同じ
であり、Amazon Cognito Sync へのアクセス権がユーザーに付与され、ユーザーは Amazon Mobile 
Analytics にイベントを送信できます。必要に応じてロールを変更できます。

ロールの信頼とアクセス権限 (p. 331) の詳細を確認してください。

† デフォルトの Amazon Cognito ID の jwks_uri ドキュメントには、ほとんどの AWS リージョン で ID 
プールのトークンに署名するキーに関する情報が含まれています。以下のリージョンには異なる jwks_uri
ドキュメントがあります。

Amazon Cognito Identity JSON web key URIs in other AWS リージョン

AWS リージョン jwks_uri ドキュメントへのパス

AWS GovCloud (US-West) https://cognito-identity.us-gov-
west-1.amazonaws.com/.well-known/
jwks_uri

China (Beijing) https://cognito-identity.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/.well-known/
jwks_uri

Opt-in Regions like Europe (Milan) and Africa 
(Cape Town)

https://cognito-
identity.Region.amazonaws.com/.well-
known/jwks_uri

また、発行者から jwks_uri を推定することも、Amazon Cognito から OpenID トークンで受け取った iss
を推定することもできます。OIDC 標準の検出エンドポイント <issuer>/.well-known/openid-
configuration には、トークンの jwks_uri へのパスがリストされます。

IAM ロール
ID プールの作成中に、ユーザーが引き受ける IAM ロールを更新するよう求められます。IAM ロールは次
のように動作します。ユーザーがアプリにログインすると、Amazon Cognito がそのユーザー用に一時
的な AWS 認証情報を生成します。これらの一時的な認証情報は、特定の IAM ロールに関連付けられま
す。IAM ロールでは、AWS リソースにアクセスするための許可一式を定義できます。

認証されたユーザーと認証されていないユーザー用に、デフォルトの IAM ロールを指定できます。また、
ユーザーの ID トークンのクレームに基づいて、各ユーザーのロールを選択するルールを定義できます。詳
細については、「ロールベースアクセスコントロール (p. 336)」を参照してください。

Amazon Cognito コンソールは、Amazon Mobile Analytics および Amazon Cognito Sync へのアクセス権を
提供する IAM ロールをデフォルトで作成します。または、既存の IAM ロールの使用を選択できます。
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IAM ロールを変更して、他のサービスへのアクセスを許可または制限します。これを行うためには、IAM 
コンソールにログインします。次に、[Roles] (ロール) を選択し、ロールを選択します。選択されたロー
ルにアタッチされたポリシーが、[Permissions] (アクセス許可) タブに表示されます。対応する [Manage 
Policy] (ポリシーの管理) リンクを選択してアクセスポリシーをカスタマイズできます。ポリシーの使用と
定義の詳細については、「IAM ポリシーの概要」を参照してください。

Note

ベストプラクティスとして、最小権限の付与の原則に準拠したポリシーを定義します。つまり、
ポリシーには、ユーザーがタスクを実行するために必要なアクセス権限のみを含めます。詳細に
ついては、「IAM ユーザーガイド」の「Grant Least Privilege」(最小権限を付与する) を参照して
ください。
認証されていない ID は、アプリにログインしていないユーザーが引き受けることに注意してくだ
さい。通常、認証されていない ID に割り当てるアクセス権限は、認証された ID に割り当てるア
クセス権限よりも制限が厳しいものである必要があります。

トピック
• 信頼ポリシーのセットアップ (p. 325)
• アクセスポリシー (p. 326)

信頼ポリシーのセットアップ
Amazon Cognito は IAM ロールを使用して、アプリケーションのユーザー用の一時的な認証情報を生成し
ます。アクセス権限へのアクセスは、ロールの信頼関係によって制御されます。詳細情報 ロールの信頼と
アクセス権限 (p. 331)。

ID プール間でのロールの再利用

複数の ID プール間でロールを再利用するには、ロールが共通のアクセス権限のセットを共有するため、次
のように複数の ID プールを含めることができます。

"StringEquals": { 
    "cognito-identity.amazonaws.com:aud": [ 
        "us-east-1:12345678-abcd-abcd-abcd-123456790ab", 
        "us-east-1:98765432-dcba-dcba-dcba-123456790ab" 
    ]
}

特定の ID へのアクセスの制限

特定のアプリユーザーに限定されたポリシーを作成するには、cognito-
identity.amazonaws.com:sub の値を確認します。

"StringEquals": { 
    "cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-east-1:12345678-abcd-abcd-abcd-123456790ab", 
    "cognito-identity.amazonaws.com:sub": [ 
        "us-east-1:12345678-1234-1234-1234-123456790ab", 
        "us-east-1:98765432-1234-1234-1243-123456790ab" 
    ]
}

特定のプロバイダーへのアクセスの制限

特定のプロバイダー (おそらくはユーザー独自のログインプロバイダー) でログインしたユーザーに制限さ
れたポリシーを作成するには、cognito-identity.amazonaws.com:amr の値を確認します。

"ForAnyValue:StringLike": { 
    "cognito-identity.amazonaws.com:amr": "login.myprovider.myapp"
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}

たとえば、Facebook のみを信頼するアプリに、次の amr 句があるとします。

"ForAnyValue:StringLike": { 
    "cognito-identity.amazonaws.com:amr": "graph.facebook.com"
}

アクセスポリシー
ロールにアタッチするアクセス許可は、そのロールを引き受けるすべてのユーザーに適用されます。ユー
ザーのアクセスをパーティション化するには、ポリシー条件と変数を使用します。詳細については、
「IAM ポリシーの要素: 変数とタグ」を参照してください。sub 条件を使用して、アクションをアクセス
ポリシーの Amazon Cognito アイデンティティ ID に制限できます。このオプションは注意して使用して
ください。特に、一貫したユーザー ID を持たない認証されていない ID には注意が必要です。Amazon 
Cognito とのウェブフェデレーションの IAM ポリシー変数の詳細については、AWS Identity and Access 
Management ユーザーガイドの「IAM および AWS STS の条件コンテキストキー」を参照してください。

セキュリティ保護を向上させるために、Amazon Cognito は GetCredentialsForIdentity を使用し
て、拡張フローで認証されていないユーザーを割り当てる認証情報にスコープダウンポリシーを適用しま
す。スコープダウンポリシーは、認証されていないロールに適用する IAM ポリシーに インラインセッショ
ンポリシー (p. 326) を追加します。ロールの IAM ポリシーとセッションポリシーの両方でアクセスを
許可する必要があるため、スコープダウンポリシーでは、次のリストに示すサービス以外のサービスへの
ユーザーアクセスが制限されます。

Note

基本 (クラシック) フローでは、独自の AssumeRoleWithWebIdentity API リクエストを作成し、そ
のリクエストにこれらの制限を適用できます。セキュリティのベストプラクティスとして、この
スコープダウンポリシーを超えるアクセス許可を認証されていないユーザーに割り当てないでく
ださい。

拡張フローでリクエストが成功すると、Amazon Cognito はバックグラウンドで
AssumeRoleWithWebIdentity API リクエストを行います。このリクエストのパラメータとして
は、Amazon Cognito に次のものが含まれます。

1. ユーザーのアイデンティティ ID。
2. ユーザーが引き受ける IAM ロールの ARN。
3. インラインセッションポリシーを追加する policy パラメータ。

インラインセッションポリシー
インラインセッションポリシーでは、ユーザーの有効な権限に、以下のリストにある AWS のサービス 外
部へのアクセスが含まれないように制限しています。また、ユーザーの IAM ロールに適用するポリシーで
これらの AWS のサービス にアクセス許可を付与する必要があります。ロールを引き受けたセッションに
おけるユーザーの有効なアクセス許可は、そのユーザーのロールに割り当てられたポリシーとセッション
ポリシーが交差したものです。詳細については、AWS Identity and Access Management 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。

認証されていない拡張フローユーザーがアクセスできるサービス

カテゴリ サービス

分析 Amazon Kinesis Data Firehose

Amazon Kinesis Data Analytics
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カテゴリ サービス

アプリケーション統合 Amazon Simple Queue Service

AR とバーチャルリアリティ Amazon Sumerian¹

ビジネスアプリケーション Amazon Mobile Analytics

Amazon Simple Email Service

コンピューティング AWS Lambda

暗号化と PKI AWS Key Management Service¹

データベース Amazon DynamoDB

Amazon SimpleDB

フロントエンドウェブおよびモバイル AWS AppSync

Amazon Location Service

Amazon Simple Notification Service

ゲーム開発 Amazon GameLift

IoT AWS IoT

機械学習 Amazon CodeWhisperer

Amazon Comprehend

Amazon Lex

Amazon Machine Learning

Amazon Personalize

Amazon Polly

Amazon Rekognition

Amazon SageMaker¹

Amazon Textract¹

Amazon Transcribe

Amazon Translate

管理とガバナンス Amazon CloudWatch

Amazon CloudWatch Logs

ネットワーキングとコンテンツ配信 Amazon API Gateway

セキュリティ、アイデンティティ、コンプライア
ンス

Amazon Cognito ID

Amazon Cognito ユーザープール

Amazon Cognito Sync

327



Amazon Cognito デベロッパーガイド
IAM ロール

カテゴリ サービス

ストレージ Amazon Simple Storage Service

¹ 次の表の AWS のサービス では、インラインポリシーによりアクションのサブセットが許可されます。
表には、それぞれで実行可能なアクションが表示されています。

AWS のサービス 認証されていない拡張フローユーザーの最大アクセス許可

AWS Key Management Service Encrypt

Decrypt

ReEncrypt

GenerateDataKey

Amazon SageMaker InvokeEndpoint

Amazon Textract DetectDocumentText

AnalyzeDocument

Amazon Sumerian View*

認証されていない拡張フローユーザーがアクセスできるサービス (p. 326) へのアクセスを許可するに
は、ID プールの基本 (クラシック) 認証フローを有効にします。認証されていないユーザーの IAM ロール
に割り当てられたポリシーで許可されている AWS のサービス からの NotAuthorizedException エ
ラーがユーザーに表示された場合は、そのサービスをユースケースから削除できるか、基本フローに切り
替えることができるかを評価してください。

アクセスポリシーの例
このセクションでは、特定のオペレーションを完了するために必要なアクセス権限のみを付与
する Amazon Cognito アクセスポリシーの例を示します。可能な場合は、ポリシー変数を使用
して特定のアイデンティティ ID のアクセス権限をさらに制限できます。たとえば、${cognito-
identity.amazonaws.com:sub} を使用します。詳細については、AWS モバイルブログで「Understanding 
Amazon Cognito Authentication Part 3: Roles and Policies」を参照してください。

Note

セキュリティのベストプラクティスとして、ポリシーには、ユーザーがタスクを実行するために
必要なアクセス権限のみを含めてください。つまり、可能であれば必ずオブジェクトの個々の ID 
ごとにアクセスを設定するようにしてください。

ID に Amazon S3 内の単一のオブジェクトへの読み取りアクセスを許可する

次のアクセスポリシーは、特定の S3 バケットから 1 つのオブジェクトを取得するための読み取りアクセ
ス権限を ID に付与します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
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      "Resource": ["arn:aws:s3:::mybucket/assets/my_picture.jpg"] 
    } 
  ]
}

ID に Amazon S3 の ID 固有のパスへの読み取りおよび書き込みアクセスを許可する

次のアクセスポリシーは、プレフィックスを ${cognito-identity.amazonaws.com:sub} 変数に
マッピングすることで、S3 バケット内の特定のプレフィックス「folder」にアクセスする読み取りおよび
書き込みアクセス権限を付与します。

このポリシーでは、${cognito-identity.amazonaws.com:sub} を使用して挿入された
us-east-1:12345678-1234-1234-1234-123456790ab などの ID は、オブジェクトを取得
し、arn:aws:s3:::mybucket/us-east-1:12345678-1234-1234-1234-123456790ab に配置およ
びリストできます。ただし、この ID には arn:aws:s3:::mybucket の他のオブジェクトへのアクセス
は許可されません。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": ["s3:ListBucket"], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::mybucket"], 
      "Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["${cognito-identity.amazonaws.com:sub}/
*"]}} 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject", 
        "s3:PutObject" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::mybucket/${cognito-identity.amazonaws.com:sub}/*"] 
    } 
  ]
}

ID に Amazon DynamoDB への詳細に設定されたアクセスを割り当てる

次のアクセスポリシーは、Amazon Cognito 環境変数を使用して、Amazon DynamoDB リソースへの
詳細に設定されたアクセスコントロールを行います。これらの変数は、アイデンティティ ID によって 
DynamoDB のアイテムへのアクセス権限を付与します。詳細については、Amazon DynamoDB デベロッ
パーガイドの「詳細に設定されたアクセスコントロールのための IAM ポリシー条件の使用」を参照してく
ださい。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "dynamodb:GetItem", 
        "dynamodb:BatchGetItem", 
        "dynamodb:Query", 
        "dynamodb:PutItem", 
        "dynamodb:UpdateItem", 
        "dynamodb:DeleteItem", 
        "dynamodb:BatchWriteItem" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MyTable" 
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      ], 
      "Condition": { 
        "ForAllValues:StringEquals": { 
          "dynamodb:LeadingKeys":  ["${cognito-identity.amazonaws.com:sub}"] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Lambda 関数を呼び出すためのアクセス権限を ID に与えます。

次のアクセスポリシーは、Lambda 関数を呼び出すアクセス権限を ID に付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
         {  
             "Effect": "Allow", 
             "Action": "lambda:InvokeFunction", 
             "Resource": [ 
                 "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction" 
             ] 
         } 
     ] 
 }

Amazon Kinesis Data Stream へのレコードを発行するアクセス権限を ID に付与する

次のアクセスポリシーでは、ID が任意の Kinesis Data Streams で PutRecord オペレーションを使用する
ことを許可します。これは、アカウント内のすべてのストリームにデータレコードを追加する必要がある
ユーザーに適用できます。詳細については、Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイドの「IAM 
を使用して Amazon Kinesis Streams リソースへのアクセスを制御する」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "kinesis:PutRecord", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kinesis:us-east-1:111122223333:stream/stream1" 
            ] 
        } 
    ]
}

ID に Amazon Cognito Sync ストアのデータへのアクセス権を付与する

以下のアクセスポリシーは、アイデンティティに Amazon Cognito Sync ストア内のデータのみに対するア
クセス権限を付与します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement":[{ 
      "Effect":"Allow", 
      "Action":"cognito-sync:*", 
      "Resource":["arn:aws:cognito-sync:us-east-1:123456789012:identitypool/${cognito-
identity.amazonaws.com:aud}/identity/${cognito-identity.amazonaws.com:sub}/*"] 
      }] 
  }
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ロールの信頼とアクセス権限
これらのロールが異なる点は、それらの信頼関係です。未認証ロールの信頼ポリシーの例を次に示しま
す。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Federated": "cognito-identity.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-east-1:12345678-corner-
cafe-123456790ab" 
        }, 
        "ForAnyValue:StringLike": { 
          "cognito-identity.amazonaws.com:amr": "unauthenticated" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

このポリシーは、cognito-identity.amazonaws.com (OpenID Connect トークンの発行者) のフェデ
レーティッドユーザーに、このロールを引き受ける許可を与えます。さらに、ポリシーでは、ID プール
に一致させるためにトークンの aud が制限されます (この場合は ID プール ID)。最後に、このポリシー
は、Amazon Cognito GetOpenIdToken API オペレーションによって発行されたトークンの複数の値から
なる amr クレームの配列メンバーの 1 つが unauthenticated 値を含みます

Amazon Cognito がトークンを作成すると、トークンの amr を unauthenticated また
はauthenticated のいずれかに設定します。amr が authenticated の場合、トークンには、認証
中に使用されるすべてのプロバイダーが含まれます。これにより、amr 条件を次のように変更するだけ
で、Facebook 経由でログインしたユーザーのみを信頼するロールを作成できます。

"ForAnyValue:StringLike": { 
  "cognito-identity.amazonaws.com:amr": "graph.facebook.com"
}

ロールで信頼関係を変更するときや、ID プール間でロールの使用を試みるときは注意が必要です。ID プー
ルを正しく信頼するようにロールが設定されていない場合は、STS の結果から次のような例外が表示され
ます。

AccessDenied -- Not authorized to perform sts:AssumeRoleWithWebIdentity

このメッセージが表示された場合は、ID プールと認証タイプに適切なロールがあることを確認します。

属性ベースのアクセスコントロールの一種としての
アクセスコントロールへの属性の使用

ユーザー属性に基づく Amazon Cognito の ID プール経由で AWS リソースへのアクセスを制御するに
は、IAM ポリシーを使用することができます。これらの属性は、ソーシャル ID プロバイダーおよび企業 
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ID プロバイダーから収集できます。プロバイダーのアクセストークンと ID トークン、または SAML ア
サーション内の属性を、IAM 許可ポリシーで参照できるタグにマップできます。

Amazon Cognito ID プールでは、デフォルトのマッピングを選択する、または独自のカスタムマッピング
を作成することが可能です。デフォルトのマッピングでは、ユーザー属性の固定セットに基づいた IAM 
ポリシーを記述できます。カスタムマッピングでは、IAM 許可ポリシーで参照されるユーザー属性のカス
タムセットを選択できます。Amazon Cognito コンソールの [Attribute names] (属性名) は、IAM 許可ポリ
シーで参照される [Tag key for principal] (プリンシパルのタグキー) にマップされます。

例えば、無料と有料のメンバーシップがあるメディアストリーミングサービスを所有しているとしましょ
う。メディアファイルを Amazon S3 に保存し、無料タグまたはプレミアムタグでそれらをタグ付けしま
す。アクセスコントロールの属性を使用して、ユーザーのプロファイルの一部であるユーザーメンバー
シップレベルに基づいて、無料コンテンツと有料コンテンツへのアクセスを許可できます。メンバーシッ
プ属性は、IAM 許可ポリシーに渡されるプリンシパルのタグキーにマップできます。そうすることで、単
一の許可ポリシーを作成し、メンバーシップレベルの値とコンテンツファイルのタグに基づいて、プレミ
アムコンテンツへのアクセスを条件的に許可することができます。

トピック
• Amazon Cognito の ID プールを用いたアクセスコントロールへの属性の使用 (p. 332)
• アクセスコントロールポリシーへの属性の使用例 (p. 333)
• アクセスコントロールの属性を無効にする (コンソール) (p. 335)
• デフォルトのプロバイダーマッピング (p. 335)

属性を使用したアクセスの制御には、いくつかのメリットがあります。

• アクセスコントロールに属性を使用すると、許可の管理が容易になる。異なるジョブ機能のために複数
のポリシーを作成するのではなく、ユーザー属性を使用する基本的な許可ポリシーを作成できます。

• アプリケーションのリソースやユーザーを追加または削除するたびにポリシーを更新する必要がなくな
る。許可ポリシーは、一致するユーザー属性を持つユーザーのみにアクセス権を付与します。例えば、
ユーザーの役職に基づいて、特定の S3 バケットへのアクセスを制御する必要がある場合があります。
この場合、定義された役職のユーザーのみにこれらのファイルへのアクセスを許可する許可ポリシーを
作成できます。詳細については、「IAM チュートリアル: ABAC で SAML セッションタグを使用する」
を参照してください。

• 属性の値に基づいて許可を許可または拒否するポリシーに、プリンシパルタグとしてこれらの属性を渡
すことができる。

Amazon Cognito の ID プールを用いたアクセスコント
ロールへの属性の使用

Important

現在、Amazon Cognito の ID プールは古いバージョンの Amazon Cognito コンソールを使用し
ています。[フェデレーティッドアイデンティティ] を選択して、ID プールコンソールに移動しま
す。

アクセスコントロールに属性を使用する前に、以下の前提条件を満たしていることを確認します。

• AWS アカウント
• ユーザープール
• ID プール
• Mobile SDK または JavaScript SDK
• 統合された ID プロバイダー
• 認証情報
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アクセスコントロールに属性を使用するには、プリンシパルのタグキーと属性名を設定する必要がありま
す。プリンシパルのタグキーでは、許可ポリシーの PrincipalTag 条件に一致させるために値が使用されま
す。属性名の値は、ポリシーで値が評価される属性の名前です。

ID プールを用いたアクセスコントロールに属性を使用する

1. Amazon Cognito コンソールを開きます。
2. [Manage Identity Pools (ID プールの管理)] を選択します。
3. ダッシュボードで、アクセスコントロールに属性を使用する ID プールの名前を選択します。
4. [Edit identity pool] (ID プールの編集) をクリックします。
5. [Authentication providers] セクションを展開します。
6. [Authentication providers] (認証プロバイダー) セクションで、使用するプロバイダーのタブを選択しま

す。
7. [Attributes for access control] (アクセスコントロールの属性) で、[Default attribute mappings] (デフォ

ルト属性マッピング) または [Custom attribute mappings] (カスタム属性マッピング) のいずれかを選択
します。デフォルトマッピングは、プロバイダーに応じて異なります。詳細については、「デフォル
トのプロバイダーマッピング (p. 335)」でアクセスコントロールの属性を参照してください。

8. [Custom attribute mappings] (カスタム属性マッピング) を選択する場合は、以下のステップを完了し
ます。

1. [Tag Key for Principal] (プリンシパルのタグキー) にカスタムテキストを入力します。これの最大長
は 128 文字です。

2. [Attribute name] (属性名) に、プロバイダーのトークン、または SAML アサーションからの属性名
を入力します。IdPs の属性名は、プロバイダーのデベロッパーガイドから取得できます。属性名は
最大 256 文字です。さらに、すべての属性の総計文字数には 460 バイトの制限があります。

3. (オプション) [Add another provider] (別のプロバイダーを追加)。コンソールで、複数の Amazon 
Cognito ユーザープールのプロバイダー、OIDC プロバイダー、および SAML プロバイダーを追加
できます。例えば、2 つの Amazon Cognito ユーザープールを 2 つの個別の ID プロバイダーとし
て追加できます。Amazon Cognitoでは、各タブを異なる IdPs として扱います。アクセスコント
ロールの属性は、IdP ごとに個別に設定できます。

4. 完了するには、IAM コンソールを使用して、デフォルトマッピング、または [Tag Key for Principal] 
(プリンシパルのタグキー) で指定したカスタムテキストマッピングが含まれる許可ポリシーを作成
します。IAM での許可ポリシーの作成に関するチュートリアルについては、IAM ユーザーガイドの
「IAM チュートリアル: タグに基づいて AWS リソースにアクセスするためのアクセス許可を定義
する」を参照してください。

アクセスコントロールポリシーへの属性の使用例
ある企業の法務部門の従業員が、その部門に属しており、セキュリティレベルで分類されているバケット
内のすべてのファイルをリストする必要があるというシナリオを考えてみましょう。この従業員が ID プロ
バイダーから取得するトークンには、以下のクレームが含まれているとします。

クレーム

            { . 
              . 
            "sub" : "57e7b692-4f66-480d-98b8-45a6729b4c88", 
            "department" : "legal", 
            "clearance" : "confidential", 
             . 
             . 
            } 
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これらの属性は、タグにマップして、IAM 許可ポリシーでプリンシパルタグとして参照できます。これ
で、ID プロバイダー側でユーザープロファイルを変更することによって、アクセスを管理できるようにな
ります。または、ポリシー自体を変更せずに、名前またはタグを使用することによって、リソース側の属
性を変更することもできます。

以下の許可ポリシーは、以下の 2 つを行います。

• ユーザーの部門名に一致するプレフィックスで終わるすべての S3 バケットへのリストアクセスを許可
する。

• ファイルのクリアランスタグがユーザーのクリアランス属性と一致している限り、これらのバケット内
のファイルに対する読み取りアクセスを許可する。

アクセス許可ポリシー

   { 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:List*", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::*-${aws:PrincipalTag/department}" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:GetObject*", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::*-${aws:PrincipalTag/department}/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "s3:ExistingObjectTag/clearance": "${aws:PrincipalTag/clearance}" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

信頼ポリシーは、誰がこのロールを引き受けられるのかを決定します。信頼関係ポリシーは、アクセスを
許可するための sts:AssumeRoleWithWebIdentity と sts:TagSession の使用を可能にします。こ
れは、ポリシーをユーザーが作成した ID プールに制限する条件を追加し、それが認証されたロール用であ
ることを確実にします。

信頼ポリシー

            
{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Federated": "cognito-identity.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": [ 
        "sts:AssumeRoleWithWebIdentity", 
        "sts:TagSession" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "cognito-identity.amazonaws.com:aud": "IDENTITY-POOL-ID" 
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        }, 
        "ForAnyValue:StringLike": { 
          "cognito-identity.amazonaws.com:amr": "authenticated" 
        } 
      } 
    } 
  ]
} 
             

アクセスコントロールの属性を無効にする (コンソー
ル)
アクセスコントロールの属性を無効にするには、以下の手順に従います。

アクセスコントロールの属性を無効にする

1. Amazon Cognito コンソールを開きます。
2. [Manage Identity Pools (ID プールの管理)] を選択します。
3. ダッシュボードで、アクセスコントロールの属性を無効にする ID プールの名前を選択します。
4. ページの右上にある [Edit identity pool] (ID プールの編集) を選択します。
5. [Authentication providers] セクションを展開します。
6. [Authenticated role selection] (認証されたロールの選択) で [Disable] (無効) を選択します。
7. 完了するには、ページの最下部までスクロールし、[Save Changes] (変更の保存) を選択します。

デフォルトのプロバイダーマッピング
以下の表には、Amazon Cognito がサポートする認証プロバイダーのデフォルトマッピング情報が記載さ
れています。

プロバイダー トークンタイプ プリンシパルタグの値 例

Amazon Cognito ユー
ザープール

ID トークン aud (クライアント ID) 
および sub (ユーザー 
ID)

「6jk8ltokc7ac9es6jrtg9q572f」、
「57e7b692-4f66-480d-98b8-45a6729b4c88」

Facebook アクセストークン aud(app_id)、sub(user_id)「492844718097981」、
「112177216992379」

Google ID トークン aud (クライアント ID) 
および sub (ユーザー 
ID)

「620493171733-
eebk7c0hcp5lj3e1tlqp1gntt3k0rncv.apps.googleusercontent.com」、
「109220063452404746097」

SAML アサーション 「http://
schemas.xmlsoap.org/
ws/2005/05/
identity/claims/
nameidentifier」、
「http://
schemas.xmlsoap.org/
ws/2005/05/identity/
claims/name」

「auth0|
5e28d196f8f55a0eaaa95de3」、
「user123@gmail.com」
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プロバイダー トークンタイプ プリンシパルタグの値 例

Apple ID トークン aud (クライアント ID) 
および sub (ユーザー 
ID)

「com.amazonaws.ec2-54-80-172-243.compute-1.client」、
「001968.a6ca34e9c1e742458a26cf8005854be9.0733」

Amazon アクセストークン aud (Amzn Dev Ac のク
ライアント ID)、user_id 
(ユーザー ID)

「amzn1.application-
oa2-
client.9d70d9382d3446108aee3dd763a0fa6」、
「amzn1.account.Aghnifjqmfsbg3g6xcPVB35orqaa」

標準 OIDC プロバイ
ダー

ID トークンとアクセス
トークン

aud (client_id とし
て)、sub (ユーザー ID 
として)

「620493171733-
eebk7c0hcp5lj3e1tlqp1gntt3k0rncv.apps.googleusercontent.com」、
「109220063452404746097」

Twitter アクセストークン aud (アプリID; アプリ
シークレット)、サブ 
(ユーザー ID)

「DFwifttkEx1FiBrnotlR0cfk; 
Xgj5xB8xiRvcpjxGlidKw7fxMwcjjrfnok9gwzkLexo1Y5z1」、
「1269003884292222976」

DevAuth マップ 該当なし 「tag1」、「tag2」

Note

デフォルト属性マッピングオプションは、[Tag Key for Principal] (プリンシパルのタグキー) と 
[Attribute] (属性) の名前に自動で入力されます。デフォルトマッピングを変更することはできませ
ん。

ロールベースアクセスコントロール
Amazon Cognito ID プールは、AWS リソースにアクセスするための権限が制限された一時的な認証情報の
セットを、認証されたユーザーに割り当てます。各ユーザーの許可は、作成された IAM ロールを介して制
御されます。ユーザーの ID トークンのクレームに基づいて、各ユーザーのロールを選択するルールを定義
できます。認証されたユーザー用のデフォルトのロールを定義できます。また、認証されていないゲスト
ユーザーに対して、権限が制限された個別の IAM ロールを定義することもできます。

ロールマッピング用のロールの作成
各ロールに適切な信頼ポリシーを追加し、Amazon Cognito が ID プール内の認証されたユーザー限定でそ
のポリシーを引き受けるようにすることが重要です。このような信頼ポリシーの例を示します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Federated": "cognito-identity.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-east-1:12345678-corner-
cafe-123456790ab" 
        }, 
        "ForAnyValue:StringLike": { 
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          "cognito-identity.amazonaws.com:amr": "authenticated" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

このポリシーでは、cognito-identity.amazonaws.com のフェデレーティッドユーザー (OpenID 
Connect トークンの発行者) が、このロールを引き受けることができます。さらに、ポリシーでは、ID 
プールに一致させるためにトークンの aud が制限されます (この場合は ID プール ID)。最後に、このポリ
シーは、Amazon Cognito によって発行されたトークンの複数の値からなる amr クレームの配列メンバー
の 1 つを指定します。GetOpenIdToken API アクションは authenticated 値を含みます。

Pass role 許可の付与
ユーザーが、ID プールでユーザーの既存のアクセス許可を超えるアクセス許可でロールを設定できるよ
うにするには、set-identity-pool-roles API にロールを渡すための iam:PassRole アクセス許可
をそのユーザーに付与します。例えば、ユーザーが Amazon S3 に書き込むことはできなくても、ID プー
ルでユーザーが設定する IAM ロールが Amazon S3 への書き込み許可を付与するという場合、ユーザーは
iam:PassRole 許可がそのロールに付与されている場合にのみ、このロールを設定できます。次のサンプ
ルポリシー例は、iam:PassRole 権限を付与する方法を示しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Stmt1", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::123456789012:role/myS3WriteAccessRole" 
            ] 
        } 
    ]
}

このサンプルポリシーでは、iam:PassRole ロールに myS3WriteAccessRole アクセス権限を付与しま
す。このロールは、それ自体の Amazon リソースネーム (ARN) を使用して指定します。また、このポリ
シーをユーザーにアタッチする必要があります。詳細については、「管理ポリシーの使用」を参照してく
ださい。

Note

Lambda 関数はリソースベースのポリシーを使用し、このポリシーは Lambda 関数自体に直接ア
タッチされます。Lambda 関数を呼び出すルールを作成するときはロールを渡さないため、ルー
ルを作成するユーザーに iam:PassRole 許可は必要ありません。Lambda 関数の認証に関する詳
細については、「アクセス許可の管理: Lambda 関数ポリシーを使用する」を参照してください。

ユーザーにロールを割り当てるためのトークンの使用
Amazon Cognito ユーザープール経由でログインするユーザーの場合、ユーザープールによって割り当て
られた ID トークンにロールを渡すことができます。これらのロールは、ID トークンの以下のクレームに
表示されます。

• cognito:preferred_role クレームはロール ARN です。
• cognito:roles クレームは、許可されたロール ARN のセットを含むカンマ区切りの文字列です。
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してユーザーにロールを割り当てる

クレームは以下のように設定されます。

• cognito:preferred_role クレームは、最高 (最も低い) Precedence 値のグループのロールに設定
されます。許可されているロールが 1 つだけである場合、cognito:preferred_role はそのロール
に設定されます。複数のロールがあり、いずれの単一のロールにも最良の優先順位がない場合、このク
レームは設定されません。

• cognito:roles クレームは、少なくとも 1 つのロールがある場合に設定されます。

ロールの割り当てにトークンを使用するときに、ユーザーに割り当てることができる複数のロールがある
場合は、Amazon Cognito ID プール (フェデレーティッド ID) が以下のようにロールを選択します。

• GetCredentialsForIdentity CustomRoleArn パラメータが設定されており、これが cognito:roles ク
レームのロールに一致する場合は、このパラメータを使用します。このパラメータが cognito:roles
のロールと一致しない場合は、アクセスを拒否します。

• cognito:preferred_role クレームが設定されている場合は、それを使用します。
• cognito:preferred_role クレームが設定されておらず、cognito:roles クレームが設定され

ており、GetCredentialsForIdentity に対する呼び出しで CustomRoleArn が指定されていな
い場合は、割り当てるロールの決定にはコンソールの [Role resolution] (ロールの解決) 設定、または 
(SetIdentityPoolRoles API の RoleMappings パラメータ内にある) AmbiguousRoleResolution
フィールドが使用されます。

ルールベースのマッピングを使用してユーザーにロー
ルを割り当てる
ルールは、IAM ロールに ID プロバイダートークンからのクレームをマップすることを許可します。

各ルールは、トークンクレーム (Amazon Cognito ユーザープールからの ID トークン
のユーザー属性など)、一致タイプ、値、および IAM ロールを指定します。一致タイプ
は、Equals、NotEqual、StartsWith、または Contains となります。クレームに一致する値をユー
ザーが持っている場合、そのユーザーは、認証情報を取得するときにそのロールを引き受けることがで
きます。例えば、custom:dept カスタム属性値が Sales のユーザーに特定の IAM ロールを割り当てる
ルールを作成できます。

Note

ルールの設定で、カスタム属性は標準属性と区別するために、custom: プレフィックスを必要と
します。

CustomRoleArn が順序を上書きするように指定されている場合を除き、ルールは順序に従って評価さ
れ、一致する最初のルールの IAM ロールが使用されます。Amazon Cognito ユーザープールでのユーザー
属性の詳細については、「ユーザープール属性 (p. 260)」を参照してください。

ID プール (フェデレーティッド ID) コンソールでは、認証プロバイダー用に複数のルールを設定できま
す。ルールは順序に従って適用されます。ルールをドラッグして、それらの順序を変更できます。一致
する最初のルールが優先されます。一致タイプが NotEqual で、クレームが存在しない場合、ルール
は評価されません。一致するルールがない場合は、[Role resolution] (ロールの解決) 設定が [Use default 
Authenticated role] (デフォルトの認証されたロールを使用する) または [DENY] (拒否) に適用されます。

API および CLI では、SetIdentityPoolRoles API の RoleMappings パラメータで指定されている
RoleMapping タイプの AmbiguousRoleResolution フィールドに一致するルールがない場合に、割り当
てられるロールを指定できます。

RoleMapping タイプの RulesConfiguration フィールドを使用して、AWS CLI または API で OpenID 
Connect (OIDC) および SAML ID プロバイダーに対するルールベースのマッピングを設定することができ
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ます。このフィールドは、SetIdentityPoolRoles API の RoleMappings パラメータで指定できます。AWS 
Management Console では現在、OIDC や SAML プロバイダーのルールを追加することはできません。

例えば、次の AWS CLI コマンドは、OIDC IdP arn:aws:iam::123456789012:oidc-
provider/myOIDCIdP によって認証されたサクラメントの場所にいるユーザーに、ロール
arn:aws:iam::123456789012:role/Sacramento_team_S3_admin を割り当てるルールを追加しま
す。

aws cognito-identity set-identity-pool-roles --region us-east-1 --cli-input-json file://
role-mapping.json

role-mapping.json の内容:

{ 
    "IdentityPoolId": "us-east-1:12345678-corner-cafe-123456790ab", 
    "Roles": { 
        "authenticated": "arn:aws:iam::123456789012:role/myS3WriteAccessRole", 
        "unauthenticated": "arn:aws:iam::123456789012:role/myS3ReadAccessRole" 
    }, 
    "RoleMappings": { 
        "arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/myOIDCIdP": { 
            "Type": "Rules", 
            "AmbiguousRoleResolution": "AuthenticatedRole", 
            "RulesConfiguration": { 
                "Rules": [ 
                    { 
                        "Claim": "locale", 
                        "MatchType": "Equals", 
                        "Value": "Sacramento", 
                        "RoleARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/
Sacramento_team_S3_admin" 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
}

ID プールに対して設定された各ユーザープールまたはその他の認証プロバイダーの場合、最大 25 のルー
ルを作成できます。この制限は調整できません。詳細については、「Amazon Cognito のクォータ」を参
照してください。

ルールベースのマッピングで使用するトークンクレー
ム
Amazon Cognito

Amazon Cognito ID トークンは JSON Web トークン (JWT) として表されます。トークンには、認証ユー
ザーの ID に関するクレームが含まれます。たとえば、name、family_name、phone_number などで
す。標準クレームに関する詳細については、「OpenID Connect 仕様」を参照してください。標準クレー
ムとは別に、以下のような Amazon Cognito に固有の追加のクレームがあります。

• cognito:groups
• cognito:roles
• cognito:preferred_role

Amazon
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以下のクレームとそのクレームに使用できる値を、Login with Amazon で使用できます。

• iss: www.amazon.com
• aud: App Id
• sub: Login with Amazon トークンからの sub

Facebook

以下のクレームとそのクレームに使用できる値を、Facebook で使用できます。

• iss: graph.facebook.com
• aud: App Id
• sub: Facebook トークンからの sub

Google

Google トークンには、OpenID Connect 仕様からの標準クレームが含まれます。OpenID トークンのク
レームはすべて、ルールベースのマッピングに使用できます。Google トークンで使用できるクレームにつ
いては、Google の OpenID Connect サイトを参照してください。

Apple

Apple トークンには、OpenID Connect specification からの標準クレームが含まれます。Apple トークンか
ら入手できるクレームの詳細については、Apple のドキュメントの「Apple でサインインを使用してユー
ザーを認証する」を参照してください。email は Apple のトークンには必ずしも含まれているわけではあ
りません。

OpenID

Open ID トークンのクレームはすべて、ルールベースのマッピングに使用できます。標準クレームに関
する詳細については、「OpenID Connect 仕様」を参照してください。使用できる追加クレームについて
は、ご使用の OpenID プロバイダーのドキュメントを参照してください。

SAML

クレームは受信した SAML アサーションから分析されます。SAML アサーションで利用可能なすべてのク
レームは、ルールベースのマッピングで使用できます。

ロールベースのアクセスコントロールのベストプラク
ティス

Important

ロールにマッピングするクレームがエンドユーザーによって変更できる場合、いずれのエンド
ユーザーもロールを引き受け、それに応じてポリシーを設定できます。エンドユーザーによっ
て直接設定できないクレームのみを、昇格されたアクセス権限のあるロールにマッピングしま
す。Amazon Cognito ユーザープールで、各ユーザー属性にアプリごとの読み取りおよび書き込み
許可を設定できます。
Important

Amazon Cognito ユーザープールのグループにロールを設定する場合、これらのロールはユーザー
の ID トークンを通じて渡されます。これらのロールを使用するには、ID プールの認証ロールの
選択に対して [トークンからロールを選択する] を設定する必要があります。
トークンから正しいロールを判断できない場合のデフォルト動作を指定するには、コンソールの
[Role resolution] (ロールの解決) 設定と、SetIdentityPoolRoles API の RoleMappings パラメータ
を使用できます。
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認証情報の取得
Amazon Cognito を使用して権限が制限されている一時的な認証情報をアプリケーションに提供し、ユー
ザーが AWS リソースにアクセスできるようにすることが可能です。このセクションでは、認証情報を取
得する方法と、ID プールから Amazon Cognito ID を取得する方法について説明します。

Amazon Cognito は、認証されている ID と認証されていない ID の両方をサポートします。認証されてい
ないユーザーは ID が検証されないため、このロールはアプリケーションのゲストユーザーに適切です。ま
たは、ユーザーの ID が検証されているかどうかが重要ではない場合に適切です。認証されているユーザー
は、アプリケーションにログイン際にサードパーティーの ID プロバイダーまたはユーザープールを通じて 
ID が検証されます。リソースの許可の範囲を適切に設定し、認証されていないユーザーからのアクセスを
許可しないようにします。

Amazon Cognito ID は認証情報ではありません。これらは、AWS Security Token Service (AWS STS) でサ
ポートされているウェブ ID フェデレーションを通じて認証情報と交換されます。アプリケーションユー
ザーによる AWS 認証情報の取得に推奨される方法は、AWS.CognitoIdentityCredentials の使用で
す。認証情報オブジェクトの ID は、AWS STS を使用して認証情報と交換されます。

Note

2015 年 2 月より前に作成した ID プールの場合で、ロールをパラメータとせずに
AWS.CognitoIdentityCredentials コンストラクターを使用するには、再度そのロールと ID 
プールの関連付けを行う必要があります。これを実行するには、Amazon Cognito コンソールを
開き、[Manage identity pools] (ID プールの管理) をクリックしてから ID プールを選択し、[Edit 
identity Pool] (ID プールの編集) をクリックします。さらに、認証済みと認証済みでないロールを
指定した上で変更を保存します。

Android

Amazon Cognito を使用して権限が制限されている一時的な認証情報をアプリケーションに提供し、ユー
ザーが AWS リソースにアクセスできるようにすることが可能です。Amazon Cognito は、認証されてい
る ID と認証されていない ID の両方をサポートします。アプリケーションに AWS 認証情報を提供するに
は、以下の手順を実行します。

1. Amazon Cognito コンソールで [Manage Federated Identities] (フェデレーティッド ID の管理) をクリッ
クし、ID プールを作成して、スターターコードのスニペットをコピーします。

2. まだ行っていない場合は、AWS Mobile SDK for Android をプロジェクトに追加します。手順について
は、「Mobile SDK for Android をセットアップする」を参照してください。

3. 以下の import ステートメントを含めます。

import com.amazonaws.auth.CognitoCachingCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;

4. Amazon Cognito コンソールによって生成されたコードスニペットを使用して、Amazon Cognito 認証情
報プロバイダーを初期化します。IDENTITY_POOL_ID の値はアカウントに固有のものになります。

CognitoCachingCredentialsProvider credentialsProvider = new 
 CognitoCachingCredentialsProvider( 
  getApplicationContext(), // Context 
  "IDENTITY_POOL_ID", // Identity Pool ID 
  Regions.US_EAST_1 // Region
);

5. 使用される AWS クライアントのコンストラクターに、初期化された Amazon Cognito 認証情報プロバ
イダーを渡します。必要なコードは、初期化するサービスによって異なります。クライアントはこのプ
ロバイダーを使用して、AWS リソースにアクセスするための認証情報を取得します。
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Note

2015 年 2 月より前に作成した ID プールにおいて、ロールをパラメータとせずに、このコンス
トラクターを使用する場合は、ロールと ID プールの関連付けを再度行う必要があります。こ
れを実行するには、Amazon Cognito コンソールを開いて [Manage Federated Identies] (フェデ
レーティッド ID の管理) をクリックし、ID プールを選択して、[Edit Identity Pool] (ID プールの
編集) をクリックします。その上で、認証されたロールと認証されていないロールを指定し、
変更を保存します。

Amazon Cognito アイデンティティの取得

認証されていないユーザーを許可している場合は、エンドユーザーの固有 Amazon Cognito 識別子 (アイデ
ンティティ ID) をただちに取得できます。ユーザーを認証している場合は、認証情報プロバイダーでログ
イントークンを設定した後で、アイデンティティ ID を取得できます。

String identityId = credentialsProvider.getIdentityId();
Log.d("LogTag", "my ID is " + identityId);

Note

アプリケーションのメインスレッドで、getIdentityId()、refresh()、または
getCredentials() を呼び出さないでください。Android 3.0 (API レベル 11) 時点では、メイ
ンアプリケーションスレッドでネットワーク I/O を実行すると、アプリで自動的にエラーが発生
し、NetworkOnMainThreadException がスローされます。AsyncTask を使用して、バックグラ
ウンドスレッドにコードを移動する必要があります。詳細については、「Android のドキュメン
ト」を参照してください。getCachedIdentityId() を呼び出して ID を取得することもできま
すが、この操作が可能なのは、既に ID がローカルにキャッシュされている場合のみです。それ以
外の場合、メソッドは null を返します。

iOS - Objective-C

Amazon Cognito を使用して権限が制限されている一時的な認証情報をアプリケーションに提供し、ユー
ザーが AWS リソースにアクセスできるようにすることが可能です。Amazon Cognito ID プールは、認証
された ID と認証されていない ID の両方をサポートします。アプリケーションに AWS 認証情報を提供す
るには、以下の手順を実行します。

1. Amazon Cognito コンソールで [Manage Federated Identities] (フェデレーティッド ID の管理) をク
リックし、ID プールを作成して、スターターコードのスニペットをコピーします。

2. まだ行っていない場合は、AWS Mobile SDK for iOS をプロジェクトに追加します。手順については、
「Mobile SDK for iOS をセットアップする」を参照してください。

3. ソースコードに、AWSCore ヘッダーを含めます。

#import <AWSCore/AWSCore.h>

4. Amazon Cognito コンソールによって生成されたコードスニペットを使用して、Amazon Cognito 認
証情報プロバイダーを初期化します。IDENTITY_POOL_ID の値はアカウントに固有のものになりま
す。

AWSCognitoCredentialsProvider *credentialsProvider = [[AWSCognitoCredentialsProvider 
 alloc]
initWithRegionType:AWSRegionUSEast1 identityPoolId:@"IDENTITY_POOL_ID"];
AWSServiceConfiguration *configuration = [[AWSServiceConfiguration alloc]
initWithRegion:AWSRegionUSEast1 credentialsProvider:credentialsProvider];
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AWSServiceManager.defaultServiceManager.defaultServiceConfiguration = configuration;

Note

2015 年 2 月より前に作成した ID プールにおいて、ロールをパラメータとせずに、このコン
ストラクターを使用する場合は、ロールと ID プールの関連付けを再度行う必要があります。
これを実行するには、Amazon Cognito コンソールを開き、[Manage identity pools] (ID プー
ルの管理) をクリックしてから ID プールを選択し、[Edit identity Pool] (ID プールの編集) を
クリックします。さらに、認証済みと認証済みでないロールを指定した上で変更を保存しま
す。

Amazon Cognito アイデンティティの取得

エンドユーザー用の固有 Amazon Cognito 識別子 (アイデンティティ ID) は、認証されていないユーザーを
許可している場合はただちに取得、またはユーザーを認証している場合は、認証情報プロバイダーでログ
イントークンを設定した後で取得することができます。

// Retrieve your Amazon Cognito ID
[[credentialsProvider getIdentityId] continueWithBlock:^id(AWSTask *task) { 
    if (task.error) { 
        NSLog(@"Error: %@", task.error); 
    } 
    else { 
        // the task result will contain the identity id 
        NSString *cognitoId = task.result; 
    } 
    return nil;
}];

Note

getIdentityId は非同期呼び出しです。アイデンティティ ID が既にプロバイダーで設定されて
いる場合は、credentialsProvider.identityId を呼び出して (ローカルにキャッシュされ
た) その ID を取得できます。ただし、プロバイダーでアイデンティティ ID が設定されていない
場合、credentialsProvider.identityId を呼び出すと nil が返されます。詳細について
は、Amplify iOS SDK リファレンスを参照してください。

iOS - Swift

権限が制限された一時的な認証情報をアプリケーションに提供するために、Amazon Cognito を使用でき
ます。これにより、ユーザーは AWS リソースにアクセスできるようになります。Amazon Cognito は、認
証されている ID と認証されていない ID の両方をサポートします。アプリケーションに AWS 認証情報を
提供するには、以下の手順を実行します。

1. Amazon Cognito コンソールで [Manage Federated Identities] (フェデレーティッド ID の管理) をク
リックし、ID プールを作成して、スターターコードのスニペットをコピーします。

2. まだ Mobile SDK for iOS をプロジェクトに追加していない場合は、それを追加します。手順について
は、「SDK for iOS のセットアップ」を参照してください。

3. ソースコードに、AWSCore ヘッダーを含めます。

import AWSCore

4. Amazon Cognito コンソールによって生成されたコードスニペットを使用して、Amazon Cognito 認
証情報プロバイダーを初期化します。IDENTITY_POOL_ID の値はアカウントに固有のものになりま
す。
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let credentialsProvider = AWSCognitoCredentialsProvider(regionType: .USEast1, 
 identityPoolId: "IDENTITY_POOL_ID")
let configuration = AWSServiceConfiguration(region: .USEast1, credentialsProvider: 
 credentialsProvider)
AWSServiceManager.default().defaultServiceConfiguration = configuration

Note

2015 年 2 月より前に作成した ID プールにおいて、ロールをパラメータとせずに、このコン
ストラクターを使用する場合は、ロールと ID プールの関連付けを再度行う必要があります。
これを実行するには、Amazon Cognito コンソールを開き、[Manage identity pools] (ID プー
ルの管理) をクリックしてから ID プールを選択し、[Edit identity Pool] (ID プールの編集) を
クリックします。さらに、認証済みと認証済みでないロールを指定した上で変更を保存しま
す。

Amazon Cognito アイデンティティの取得

エンドユーザー用の固有 Amazon Cognito 識別子 (アイデンティティ ID) は、認証されていないユーザーを
許可している場合はただちに取得、またはユーザーを認証している場合は、認証情報プロバイダーでログ
イントークンを設定した後で取得することができます。

// Retrieve your Amazon Cognito ID
credentialsProvider.getIdentityId().continueWith(block: { (task) -> AnyObject? in 
    if (task.error != nil) { 
        print("Error: " + task.error!.localizedDescription) 
    } 
    else { 
        // the task result will contain the identity id 
        let cognitoId = task.result! 
        print("Cognito id: \(cognitoId)") 
    } 
    return task;
})

Note

getIdentityId は非同期呼び出しです。アイデンティティ ID が既にプロバイダーで設定されて
いる場合は、credentialsProvider.identityId を呼び出して (ローカルにキャッシュされ
た) その ID を取得できます。ただし、プロバイダーでアイデンティティ ID が設定されていない
場合、credentialsProvider.identityId を呼び出すと nil が返されます。詳細について
は、Amplify iOS SDK リファレンスを参照してください。

JavaScript
ID プールをまだ作成して AWS.CognitoIdentityCredentials を使用する前に Amazon Cognito コン
ソールで ID プールを作成してください。

ID プロバイダーで ID プールを設定すると、AWS.CognitoIdentityCredentials を使用してユーザー
を認証できます。AWS.CognitoIdentityCredentials を使用するようにアプリケーションを設定す
るには、credentials またはサービス別の設定の AWS.Config プロパティを設定します。次の例では
AWS.Config を使用しています。

// Set the region where your identity pool exists (us-east-1, eu-west-1)
AWS.config.region = 'us-east-1';

// Configure the credentials provider to use your identity pool
AWS.config.credentials = new AWS.CognitoIdentityCredentials({ 
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    IdentityPoolId: 'IDENTITY_POOL_ID', 
    Logins: { // optional tokens, used for authenticated login 
        'graph.facebook.com': 'FBTOKEN', 
        'www.amazon.com': 'AMAZONTOKEN', 
        'accounts.google.com': 'GOOGLETOKEN', 
        'appleid.apple.com': 'APPLETOKEN' 
    }
});

// Make the call to obtain credentials
AWS.config.credentials.get(function(){ 

    // Credentials will be available when this function is called. 
    var accessKeyId = AWS.config.credentials.accessKeyId; 
    var secretAccessKey = AWS.config.credentials.secretAccessKey; 
    var sessionToken = AWS.config.credentials.sessionToken;

});

オプションの Logins プロパティは、ID プロバイダー名の ID トークンへのマッピングです。ID プロバイ
ダーからのトークンの取得方法は、使用するプロバイダーによって異なります。たとえば、Facebook を 
ID プロバイダーとして使用する場合は、FB.loginFacebook SDK の  関数を使用して ID プロバイダー
トークンを取得します。

FB.login(function (response) { 
    if (response.authResponse) { // logged in 
        AWS.config.credentials = new AWS.CognitoIdentityCredentials({ 
          IdentityPoolId: 'us-east-1:1699ebc0-7900-4099-b910-2df94f52a030', 
          Logins: { 
            'graph.facebook.com': response.authResponse.accessToken 
          } 
        }); 

        console.log('You are now logged in.'); 
    } else { 
        console.log('There was a problem logging you in.'); 
    }
});

Amazon Cognito アイデンティティの取得

エンドユーザー用の固有 Amazon Cognito 識別子 (アイデンティティ ID) は、認証されていないユーザーを
許可している場合はただちに取得、またはユーザーを認証している場合は、認証情報プロバイダーでログ
イントークンを設定した後で取得することができます。

var identityId = AWS.config.credentials.identityId;

Unity
Amazon Cognito を使用して権限が制限されている一時的な認証情報をアプリケーションに提供し、ユー
ザーが AWS リソースにアクセスできるようにすることが可能です。Amazon Cognito は、認証されてい
る ID と認証されていない ID の両方をサポートします。アプリケーションに AWS 認証情報を提供するに
は、以下の手順を実行します。

1. Amazon Cognito コンソールで [Manage identity pools] (ID プールの管理) をクリックして ID プールを作
成し、スターターコードのスニペットをコピーします。

2. AWS Mobile SDK for Unity パッケージのダウンロードとプロジェクトへのインポートをまだ行っていな
い場合は、それらを実行します。この操作は、[Assets] (アセット) > [Import Package] (パッケージのイ
ンポート) > [Custom Package] (カスタムパッケージ) メニューから行うことができます。
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3. コンソールからスターターコードのスニペットをコピーし、Amazon Cognito の呼び出しを行うスクリ
プトに貼り付けます。IDENTITY_POOL_ID の値はアカウントに固有のものになります。

CognitoAWSCredentials credentials = new CognitoAWSCredentials ( 
      "IDENTITY_POOL_ID",    // Cognito identity Pool ID 
      RegionEndpoint.USEast1 // Region 
    );

4. 初期化された Amazon Cognito 認証情報を、使用する AWS クライアントのコンストラクターに渡しま
す。必要なコードは、初期化するサービスによって異なります。クライアントはこのプロバイダーを使
用して、AWS リソースにアクセスするための認証情報を取得します。

Note

2015 年 2 月より前に作成した ID プールで、ロールをパラメータとせずにこのコンストラク
ターを使用するには、再度そのロールと ID プールの関連付けを行う必要があります。これを
実行するには、Amazon Cognito コンソールを開き、[Manage identity pools] (ID プールの管理) 
をクリックしてから ID プールを選択し、[Edit identity Pool] (ID プールの編集) をクリックしま
す。さらに、認証済みと認証済みでないロールを指定した上で変更を保存します。

Amazon Cognito アイデンティティの取得

エンドユーザー用の固有 Amazon Cognito 識別子 (アイデンティティ ID) は、認証されていないユーザーを
許可している場合はただちに取得、またはユーザーを認証している場合は、認証情報プロバイダーでログ
イントークンを設定した後で取得することができます。

credentials.GetIdentityIdAsync(delegate(AmazonCognitoIdentityResult<string> result) { 
    if (result.Exception != null) { 
        //Exception! 
    } 
    string identityId = result.Response;
});

Xamarin

権限が制限された一時的な認証情報をアプリケーションに提供するために、Amazon Cognito を使用でき
ます。これにより、ユーザーは AWS リソースにアクセスできるようになります。Amazon Cognito は、認
証されている ID と認証されていない ID の両方をサポートします。アプリケーションに AWS 認証情報を
提供するには、以下の手順を実行します。

1. Amazon Cognito コンソールで [Manage identity pools] (ID プールの管理) をクリックして ID プールを作
成し、スターターコードのスニペットをコピーします。

2. AWS Mobile SDK for Xamarin をまだプロジェクトに追加していない場合は、追加します。手順につい
ては、「SDK for Xamarin のセットアップ」を参照してください。

3. 次の using ステートメントを含めます。

using Amazon.CognitoIdentity;

4. コンソールからスターターコードのスニペットをコピーし、Amazon Cognito の呼び出しを行うスクリ
プトに貼り付けます。IDENTITY_POOL_ID の値はアカウントに固有のものになります。

CognitoAWSCredentials credentials = new CognitoAWSCredentials ( 
  "IDENTITY_POOL_ID",    // Cognito identity Pool ID 
  RegionEndpoint.USEast1 // Region
);
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5. 初期化された Amazon Cognito 認証情報を、使用する AWS クライアントのコンストラクターに渡しま
す。必要なコードは、初期化するサービスによって異なります。クライアントはこのプロバイダーを使
用して、AWS リソースにアクセスするための認証情報を取得します。

Note

注: 2015 年 2 月より前に作成した ID プールで、ロールをパラメータとせずに、このコンストラ
クターを使用するには、再度そのロールと ID プールの関連付けを行う必要があります。これを実
行するには、Amazon Cognito コンソールを開き、[Manage identity pools] (ID プールの管理) をク
リックしてから ID プールを選択し、[Edit identity Pool] (ID プールの編集) をクリックします。さ
らに、認証済みと認証済みでないロールを指定した上で変更を保存します。

Amazon Cognito アイデンティティの取得

エンドユーザー用の固有 Amazon Cognito 識別子 (アイデンティティ ID) は、認証されていないユーザーを
許可している場合はただちに取得、またはユーザーを認証している場合は、認証情報プロバイダーでログ
イントークンを設定した後で取得することができます。

var identityId = await credentials.GetIdentityIdAsync();

AWS のサービスへのアクセス
Amazon Cognito 認証情報プロバイダーが初期化され、更新されると、それを AWS クライアント用のイニ
シャライザに直接渡すことができます。例えば、以下のスニペットは Amazon DynamoDB クライアントを
初期化します。

Android

// Create a service client with the provider
AmazonDynamoDB client = new AmazonDynamoDBClient(credentialsProvider);

認証情報プロバイダーが Amazon Cognito と通信し、認証されたユーザーと認証されていないユーザー両
方の固有識別子と、AWS Mobile SDK 用の権限が制限された一時的な AWS 認証情報を取得します。取得
された認証情報は 1 時間有効で、有効期限が切れるとプロバイダーによって更新されます。

iOS - Objective-C
// create a configuration that uses the provider
AWSServiceConfiguration *configuration = [AWSServiceConfiguration 
 configurationWithRegion:AWSRegionUSEast1 provider:credentialsProvider];

// get a client with the default service configuration
AWSDynamoDB *dynamoDB = [AWSDynamoDB defaultDynamoDB];

認証情報プロバイダーが Amazon Cognito と通信し、認証されたユーザーと認証されていないユーザー両
方の固有識別子と、AWS Mobile SDK 用の権限が制限された一時的な AWS 認証情報を取得します。取得
された認証情報は 1 時間有効で、有効期限が切れるとプロバイダーによって更新されます。

iOS - Swift
// get a client with the default service configuration
let dynamoDB = AWSDynamoDB.default()
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// get a client with a custom configuration
AWSDynamoDB.register(with: configuration!, forKey: "USWest2DynamoDB");
let dynamoDBCustom = AWSDynamoDB(forKey: "USWest2DynamoDB")

認証情報プロバイダーが Amazon Cognito と通信し、認証されたユーザーと認証されていないユーザー両
方の固有識別子と、AWS Mobile SDK 用の権限が制限された一時的な AWS 認証情報を取得します。取得
された認証情報は 1 時間有効で、有効期限が切れるとプロバイダーによって更新されます。

JavaScript

// Create a service client with the provider
var dynamodb = new AWS.DynamoDB({region: 'us-west-2'});

認証情報プロバイダーが Amazon Cognito と通信し、認証されたユーザーと認証されていないユーザー両
方の固有識別子と、AWS Mobile SDK 用の権限が制限された一時的な AWS 認証情報を取得します。取得
された認証情報は 1 時間有効で、有効期限が切れるとプロバイダーによって更新されます。

Unity

// create a service client that uses credentials provided by Cognito
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient(credentials, REGION);

認証情報プロバイダーが Amazon Cognito と通信し、認証されたユーザーと認証されていないユーザー両
方の固有識別子と、AWS Mobile SDK 用の権限が制限された一時的な AWS 認証情報を取得します。取得
された認証情報は 1 時間有効で、有効期限が切れるとプロバイダーによって更新されます。

Xamarin

// create a service client that uses credentials provided by Cognito
var client = new AmazonDynamoDBClient(credentials, REGION)

認証情報プロバイダーが Amazon Cognito と通信し、認証されたユーザーと認証されていないユーザー両
方の固有識別子と、AWS Mobile SDK 用の権限が制限された一時的な AWS 認証情報を取得します。取得
された認証情報は 1 時間有効で、有効期限が切れるとプロバイダーによって更新されます。

ID プール (フェデレーティッドアイデンティティ) 
外部 ID プロバイダー

Important

現在、Amazon Cognito の ID プールは古いバージョンの Amazon Cognito コンソールを使用し
ています。[フェデレーティッドアイデンティティ] を選択して、ID プールコンソールに移動しま
す。

logins プロパティを使用すると、ID プロバイダー (IdP) から受信した認証情報を設定できます。さら
に、ID プールと複数の IdP を関連付けることができます。例えば、Facebook と Google の両方のトー
クンを logins プロパティに設定して、一意の Amazon Cognito アイデンティティが両方の IdP のロ
グインに関連付けられるようにすることができます。ユーザーはどちらのアカウントでも認証できます
が、Amazon Cognito は同じユーザー ID を返します。
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以下の手順では、Amazon Cognito ID プールによってサポートされている IdP での認証について説明しま
す。

トピック
• Facebook (ID プール) (p. 349)
• Login with Amazon (ID プール) (p. 354)
• Google (ID プール) (p. 357)
• 「Apple でサインイン」 (ID プール) (p. 364)
• Open ID Connect プロバイダー (ID プール) (p. 368)
• SAML ID プロバイダー (ID プール) (p. 371)

Facebook (ID プール)
Amazon Cognito ID プールは、モバイルアプリケーションユーザーにフェデレートされた認証を提供する
ために Facebook と統合します。このセクションでは、IdP として Facebook に対してアプリケーション
を登録し、セットアップする方法について説明します。

Facebook のセットアップ
Facebook ユーザーを認証し、Facebook API と統合するには、事前にアプリケーションを Facebook に登
録します。

Facebook デベロッパーポータルは、アプリケーションのセットアップに役立ちます。Amazon Cognito ア
イデンティティプールに Facebook を統合する前に、次の手順を実行してください。

Facebook のセットアップ

1. Facebook デベロッパーポータルで、Facebook 認証情報を使用してログインします。
2. アプリ メニューの Add a New App (新しいアプリを追加する)を選択します。
3. プラットフォームを選択し、クイックスタートプロセスを完了します。

Android
Android アプリと Facebook ログインとの統合に関する詳細情報については、Facebook 入門ガイドを参照
してください。

iOS - Objective-C
iOS Objective-C アプリと Facebook ログインとの統合に関する詳細情報については、Facebook 入門ガイ
ドを参照してください。

iOS - Swift
iOS Swift アプリと Facebook ログインとの統合に関する詳細情報については、Facebook 入門ガイドを参
照してください。

JavaScript
JavaScript ウェブアプリと Facebook ログインとの統合に関する詳細情報については、Facebook 入門ガイ
ドを参照してください。

Unity
Unity アプリと Facebook ログインとの統合に関する詳細情報については、Facebook 入門ガイドを参照し
てください。
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Xamarin
Facebook 認証を追加するには、まず以下の適切なフローに従って、アプリケーションに Facebook SDK 
を統合します。Amazon Cognito ID プールは、Amazon Cognito アイデンティティに関連付けられた一意の
ユーザー識別子を生成するために Facebook アクセストークンを使用します。

• Facebook iOS SDK by Xamarin
• Facebook Android SDK by Xamarin

Amazon Cognito フェデレーティッド ID コンソールで外部プロ
バイダーを設定する
以下の手順を使用して、外部プロバイダーを設定します。

1. Amazon Cognito コンソールのホームページで [Manage Identity Pools] (ID プールの管理) をクリック
します。

2. 外部プロバイダーとして Facebook を有効にする ID プールの名前を選択します。ID プールの 
[Dashboard] (ダッシュボード) ページが表示されます。

3. [ダッシュボード] ページの右上にある、[ID プールの編集] を選択します。[Edit identity pool] (ID プー
ルの編集) ページが表示されます。

4. 下にスクロールし、[Authentication providers] (認証プロバイダー) を選択してセクションを展開しま
す。

5. [Facebook] タブを選択します。
6. [ロック解除] を選択します。
7. Facebook から取得した Facebook アプリ ID を入力して、[変更の保存] を選択します。

Facebook の使用
Android
Facebook 認証を追加するには、まず Facebook ガイドに従って、アプリケーションに Facebook SDK 
を統合します。次に、[Login with Facebook] ボタンを Android ユーザーインターフェイスに追加しま
す。Facebook SDK は、その状態の追跡にセッションオブジェクトを使用します。Amazon Cognito は、
このセッションオブジェクトからのアクセストークンを使用してユーザーの認証と固有識別子の生成を行
い、必要に応じて他の AWS リソースへのアクセス権をユーザーに付与します。

Facebook SDK でユーザーを認証したら、Amazon Cognito 認証情報プロバイダーにセッショントークン
を追加します。

Facebook SDK 4.0 以降:

Map<String, String> logins = new HashMap<String, String>();
logins.put("graph.facebook.com", AccessToken.getCurrentAccessToken().getToken());
credentialsProvider.setLogins(logins);

Facebook SDK 4.0 以前:

Map<String, String> logins = new HashMap<String, String>();
logins.put("graph.facebook.com", Session.getActiveSession().getAccessToken());
credentialsProvider.setLogins(logins);

Facebook ログインプロセスにより、その SDK でシングルトンセッションが初期化されます。Facebook 
セッションオブジェクトには、認証されたエンドユーザー用の AWS 認証情報を生成するために Amazon 
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Cognito が使用する OAuth トークンが含まれています。Amazon Cognito は、この特定の Facebook アイ
デンティティに一致するユーザーの存在についてユーザーデータベースをチェックするためにもこのトー
クンを使用します。既にユーザーに存在する場合、API は既存の ID を返します。それ以外の場合、API は
新しい ID を返します。クライアント SDK は、ローカルデバイスで ID を自動的にキャッシュします。

Note

ログインマップを設定した後、refresh または get を呼び出して、AWS 認証情報を取得しま
す。

iOS - Objective-C
Facebook 認証を追加するには、まず Facebook ガイドに従って、アプリケーションに Facebook SDK を
統合します。次に、[Login with Facebook (Facebook でログイン)] ボタンを ユーザーインターフェイス
に追加します。Facebook SDK は、その状態の追跡にセッションオブジェクトを使用します。Amazon 
Cognito は、このセッションオブジェクトからのアクセストークンを使用してユーザーを認証し、一意の 
Amazon Cognito ID プール (フェデレーティッド ID) にバインドします。

Amazon Cognito に Facebook アクセストークンを提供するには、AWSIdentityProviderManager プロトコ
ルを実装します。

logins メソッドを実装するときは、AWSIdentityProviderFacebook を含むディクショナリを返しま
す。以下のコード例にあるように、このディクショナリはキーとして機能し、認証された Facebook ユー
ザーからの現在のアクセストークンが値として機能します。

- (AWSTask<NSDictionary<NSString *, NSString *> *> *)logins { 
    FBSDKAccessToken* fbToken = [FBSDKAccessToken currentAccessToken]; 
    if(fbToken){ 
        NSString *token = fbToken.tokenString; 
        return [AWSTask taskWithResult: @{ AWSIdentityProviderFacebook : token }]; 
    }else{ 
            return [AWSTask taskWithError:[NSError errorWithDomain:@"Facebook Login" 
                                                          code:-1 
                                                      userInfo:@{@"error":@"No current 
 Facebook access token"}]]; 
    }
}

AWSCognitoCredentialsProvider をインスタンス化するときに、コンストラクターで
AWSIdentityProviderManager の値として identityProviderManager を実装するクラ
スを渡します。詳細については、AWSCognitoCredentialsProvider リファレンスページに移動
し、initWithRegionType:identityPoolId:identityProviderManager を選択してください。

iOS - Swift
Facebook 認証を追加するには、まず Facebook ガイドに従って、アプリケーションに Facebook SDK を
統合します。次に、[Login with Facebook (Facebook でログイン)] ボタンを ユーザーインターフェイス
に追加します。Facebook SDK は、その状態の追跡にセッションオブジェクトを使用します。Amazon 
Cognito は、このセッションオブジェクトからのアクセストークンを使用してユーザーを認証し、一意の 
Amazon Cognito ID プール (フェデレーティッド ID) にバインドします。

Amazon Cognito に Facebook アクセストークンを提供するには、AWSIdentityProviderManager プロトコ
ルを実装します。

logins メソッドを実装するときは、AWSIdentityProviderFacebook を含むディクショナリを返しま
す。以下のコード例にあるように、このディクショナリはキーとして機能し、認証された Facebook ユー
ザーからの現在のアクセストークンが値として機能します。

class FacebookProvider: NSObject, AWSIdentityProviderManager { 
    func logins() -> AWSTask<NSDictionary> { 
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        if let token = AccessToken.current?.authenticationToken { 
            return AWSTask(result: [AWSIdentityProviderFacebook:token]) 
        } 
        return AWSTask(error:NSError(domain: "Facebook Login", code: -1 , userInfo: 
 ["Facebook" : "No current Facebook access token"])) 
    }
}

AWSCognitoCredentialsProvider をインスタンス化するときに、コンストラクターで
AWSIdentityProviderManager の値として identityProviderManager を実装するクラ
スを渡します。詳細については、AWSCognitoCredentialsProvider リファレンスページに移動
し、initWithRegionType:identityPoolId:identityProviderManager を選択してください。

JavaScript

Facebook 認証を追加するには、「ウェブ用の Facebook ログイン」に従って、ウェブサイトに
「Facebook でログイン」ボタンを追加します。Facebook SDK は、その状態の追跡にセッションオブ
ジェクトを使用します。Amazon Cognito は、このセッションオブジェクトからのアクセストークンを使
用してユーザーの認証と固有識別子の生成を行い、必要に応じて他の AWS リソースへのアクセス権を
ユーザーに付与します。

Facebook SDK でユーザーを認証したら、Amazon Cognito 認証情報プロバイダーにセッショントークン
を追加します。

FB.login(function (response) { 

  // Check if the user logged in successfully. 
  if (response.authResponse) { 

    console.log('You are now logged in.'); 

    // Add the Facebook access token to the Amazon Cognito credentials login map. 
    AWS.config.credentials = new AWS.CognitoIdentityCredentials({ 
      IdentityPoolId: 'IDENTITY_POOL_ID', 
      Logins: { 
        'graph.facebook.com': response.authResponse.accessToken 
      } 
    }); 

    // Obtain AWS credentials 
    AWS.config.credentials.get(function(){ 
        // Access AWS resources here. 
    }); 

  } else { 
    console.log('There was a problem logging you in.'); 
  }

});

Facebook SDK は、認証されたエンドユーザー用の AWS 認証情報を生成するために Amazon Cognito が
使用する OAuth トークンを取得します。Amazon Cognito は、この特定の Facebook アイデンティティに
一致するユーザーの存在についてユーザーデータベースをチェックするためにもこのトークンを使用しま
す。既にユーザーに存在する場合、API は既存の ID を返します。それ以外の場合、新しい ID が返されま
す。ID はローカルデバイスでクライアント SDK によって自動的にキャッシュされます。

Note

ログインマップを設定した後、refresh または get を呼び出して、認証情報を取得します。
コード例については、JavaScript の README ファイルの「ユースケース 17: ユーザープールと 
Cognito ID の統合」を参照してください。
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Unity

Facebook 認証を追加するには、まず Facebook ガイドに従って、アプリケーションに Facebook SDK 
を統合します。Amazon Cognito は FB オブジェクトからの Facebook アクセストークンを使用し
て、Amazon Cognito アイデンティティに関連付けられた一意のユーザー 識別子を生成します。

Facebook SDK でユーザーを認証したら、Amazon Cognito 認証情報プロバイダーにセッショントークン
を追加します。

void Start()
{ 
    FB.Init(delegate() { 
        if (FB.IsLoggedIn) { //User already logged in from a previous session 
            AddFacebookTokenToCognito(); 
        } else { 
            FB.Login ("email", FacebookLoginCallback); 
        } 
    });
}

void FacebookLoginCallback(FBResult result)
{ 
    if (FB.IsLoggedIn) 
    { 
        AddFacebookTokenToCognito(); 
    } 
    else 
    { 
        Debug.Log("FB Login error"); 
    }
}

void AddFacebookTokenToCognito()
{ 
    credentials.AddLogin ("graph.facebook.com", 
 AccessToken.CurrentAccessToken.TokenString);
}

FB.AccessToken を使用する前に、FB.Login() を呼び出し、FB.IsLoggedIn が true であることを確
認してください。

Xamarin

Xamarin for Android:

public void InitializeFacebook() { 
    FacebookSdk.SdkInitialize(this.ApplicationContext); 
    callbackManager = CallbackManagerFactory.Create(); 
    LoginManager.Instance.RegisterCallback(callbackManager, new FacebookCallback &lt; 
 LoginResult &gt; () { 
      HandleSuccess = loginResult = &gt; { 
        var accessToken = loginResult.AccessToken; 
        credentials.AddLogin("graph.facebook.com", accessToken.Token); 
        //open new activity 
      }, 
      HandleCancel = () = &gt; { 
        //throw error message 
      }, 
      HandleError = loginError = &gt; { 
        //throw error message 
      } 
    }); 
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    LoginManager.Instance.LogInWithReadPermissions(this, new List &lt; string &gt; { 
      "public_profile" 
    }); 
  }

Xamarin for iOS:

public void InitializeFacebook() { 
  LoginManager login = new LoginManager(); 
  login.LogInWithReadPermissions(readPermissions.ToArray(), 
 delegate(LoginManagerLoginResult result, NSError error) { 
    if (error != null) { 
      //throw error message 
    } else if (result.IsCancelled) { 
      //throw error message 
    } else { 
      var accessToken = loginResult.AccessToken; 
      credentials.AddLogin("graph.facebook.com", accessToken.Token); 
      //open new view controller 
    } 
  });
}

Login with Amazon (ID プール)
Amazon Cognito は Login with Amazon と統合して、モバイルアプリケーションとウェブアプリケーショ
ンのユーザーにフェデレートされた認証を提供します。このセクションでは、ID プロバイダー (IdP) とし
て Login with Amazon を使用してアプリケーションを登録し、セットアップする方法について説明しま
す。

デベロッパーポータルで Amazon Cognito を使用するための Login with Amazon を設定します。詳細につ
いては、Login with Amazon のよくある質問の「Login with Amazon のセットアップ」を参照してくださ
い。

Note

Login with Amazon を Xamarin アプリケーションに統合するには、Xamarin 入門ガイドに従って
ください。

Note

Login with Amazon を Unity プラットフォームでネイティブに統合することはできません。代わり
に、ウェブビューを使用して、ブラウザのサインインフローに従います。

Login with Amazon のセットアップ
Login with Amazon の実装

Amazon デベロッパーポータルでは、OAuth アプリケーションをセットアップして ID プールと統合
し、Login with Amazon のドキュメントを検索し、SDK をダウンロードできます。[Developer console] (デ
ベロッパーコンソール) を選択し、デベロッパーポータルで Login with Amazon を選択します。アプリケー
ションのセキュリティプロファイルを作成し、Login with Amazon 認証メカニズムをアプリにビルドでき
ます。Login with Amazon 認証をアプリに統合する方法の詳細については、「認証情報の取得 (p. 341)」
を参照してください。

Amazon は、新しいセキュリティプロファイルに対して OAuth 2.0 クライアント ID を発行します。クラ
イアント ID は、セキュリティプロファイルの [Web Settings] (ウェブ設定) タブにあります。ID プールの 
Login with Amazon IdP の [Amazon App ID] (Amazon アプリ ID) フィールドにクライアント ID を入力しま
す。
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Amazon Cognito コンソールで外部プロバイダーを設定する
Amazon Cognito コンソールのホームページで [Manage Identity Pools] (ID プールの管理) をクリックしま
す。

1. 外部プロバイダーとして Login with Amazon を有効にする ID プールの名前を選択します。ID プール
の [Dashboard] (ダッシュボード) ページが表示されます。

2. [ダッシュボード] ページの右上にある、[ID プールの編集] を選択します。[Edit identity pool] (ID プー
ルの編集) ページが表示されます。

3. 下にスクロールし、[Authentication providers] (認証プロバイダー) を選択してセクションを展開しま
す。

4. [Amazon] タブを選択します。
5. [ロック解除] を選択します。
6. Amazon から取得した Amazon アプリ ID を入力して、[変更の保存] を選択します。

Login with Amazon の使用: Android
Amazon ログインを認証したら、TokenListener インターフェイスの onSuccess メソッドで Amazon 
Cognito 認証情報プロバイダーにトークンを渡すことができます。コードは次のようになります。

@Override
public void onSuccess(Bundle response) { 
    String token = response.getString(AuthzConstants.BUNDLE_KEY.TOKEN.val); 
    Map<String, String> logins = new HashMap<String, String>(); 
    logins.put("www.amazon.com", token); 
    credentialsProvider.setLogins(logins);
}

Login with Amazon の使用: iOS - Objective-C
Amazon のログインを認証したら、AMZNAccessTokenDelegate の requestDidSucceed メソッドで 
Amazon Cognito 認証情報プロバイダーにトークンを渡すことができます。

- (void)requestDidSucceed:(APIResult \*)apiResult { 
    if (apiResult.api == kAPIAuthorizeUser) { 
        [AIMobileLib getAccessTokenForScopes:[NSArray arrayWithObject:@"profile"] 
 withOverrideParams:nil delegate:self]; 
    } 
    else if (apiResult.api == kAPIGetAccessToken) { 
        credentialsProvider.logins = @{ @(AWSCognitoLoginProviderKeyLoginWithAmazon): 
 apiResult.result }; 
    }
}}

Login with Amazon の使用: iOS - Swift
Amazon のログインを認証したら、AMZNAccessTokenDelegate の requestDidSucceed メソッドで 
Amazon Cognito 認証情報プロバイダーにトークンを渡すことができます。

func requestDidSucceed(apiResult: APIResult!) { 
    if apiResult.api == API.AuthorizeUser { 
        AIMobileLib.getAccessTokenForScopes(["profile"], withOverrideParams: nil, delegate: 
 self) 
    } else if apiResult.api == API.GetAccessToken { 
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        credentialsProvider.logins = [AWSCognitoLoginProviderKey.LoginWithAmazon.rawValue: 
 apiResult.result] 
    }
}

Login with Amazon の使用: JavaScript
ユーザーが Login with Amazon と認証し、ウェブサイトにリダイレクトされると、Login with Amazon 
access_token がクエリ文字列で提供されます。このトークンを認証情報ログインマップに渡します。

AWS.config.credentials = new AWS.CognitoIdentityCredentials({ 
   IdentityPoolId: 'IDENTITY_POOL_ID', 
   Logins: { 
       'www.amazon.com': 'Amazon Access Token' 
   }
});

Login with Amazon の使用: Xamarin
Xamarin for Android

AmazonAuthorizationManager manager = new AmazonAuthorizationManager(this, Bundle.Empty);

var tokenListener = new APIListener { 
  Success = response => { 
    // Get the auth token 
    var token = response.GetString(AuthzConstants.BUNDLE_KEY.Token.Val); 
    credentials.AddLogin("www.amazon.com", token); 
  }
};

// Try and get existing login
manager.GetToken(new[] { 
  "profile"
}, tokenListener);

Xamarin for iOS

AppDelegate.cs で、次のコードを挿入します。

public override bool OpenUrl (UIApplication application, NSUrl url, string 
 sourceApplication, NSObject annotation)
{ 
    // Pass on the url to the SDK to parse authorization code from the url 
    bool isValidRedirectSignInURL = AIMobileLib.HandleOpenUrl (url, sourceApplication); 
    if(!isValidRedirectSignInURL) 
        return false; 

    // App may also want to handle url 
    return true;
}

次に、ViewController.cs で、以下の作業を行います。

public override void ViewDidLoad ()
{ 
    base.LoadView (); 

    // Here we create the Amazon Login Button 
    btnLogin = UIButton.FromType (UIButtonType.RoundedRect); 
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    btnLogin.Frame = new RectangleF (55, 206, 209, 48); 
    btnLogin.SetTitle ("Login using Amazon", UIControlState.Normal); 
    btnLogin.TouchUpInside += (sender, e) => { 
        AIMobileLib.AuthorizeUser (new [] { "profile"}, new AMZNAuthorizationDelegate ()); 
    }; 
    View.AddSubview (btnLogin);
}

// Class that handles Authentication Success/Failure
public class AMZNAuthorizationDelegate : AIAuthenticationDelegate
{ 
  public override void RequestDidSucceed(ApiResult apiResult) 
    { 
      // Your code after the user authorizes application for requested scopes 
      var token = apiResult["access_token"]; 
      credentials.AddLogin("www.amazon.com",token); 
    } 

    public override void RequestDidFail(ApiError errorResponse) 
    { 
      // Your code when the authorization fails 
      InvokeOnMainThread(() => new UIAlertView("User Authorization Failed", 
 errorResponse.Error.Message, null, "Ok", null).Show()); 
    }
}

Google (ID プール)
Amazon Cognito は Google と統合して、モバイルアプリケーションユーザーにフェデレーションされた認
証を提供します。このセクションでは、ID プロバイダーとして Google に対してアプリケーションを登録
し、セットアップする方法について説明します。

Android
Note

アプリが Google を使用していて、複数のモバイルプラットフォームで利用可能になる場合
は、OpenID Connect プロバイダー (p. 368)として設定する必要があります。作成されたすべて
のクライアント ID を追加オーディエンス値として追加することで、統合が向上します。Google 
のクライアント間の ID モデルの詳細については、「クライアント間の ID」を参照してくださ
い。

Google のセットアップ

Android 用 Google サインインを有効化するには、アプリケーション用の Google デベロッパーコンソール
プロジェクトを作成する必要があります。

1. Google 開発者コンソールに移動して、新しいプロジェクトを作成します。
2. [APIs & Services] (API とサービス) を選択し、次に [OAuth consent screen] (OAuth 同意画面) を選択

します。Google がプロフィールデータをアプリと共有するための同意を求められたときに、Google 
がユーザーに表示する情報をカスタマイズします。

3. [Credentials] (認証情報) を選択し、次に[Create credentials] (認証情報の作成) を選択します。[OAuth 
client ID] (OAuth クライアント ID) を選択します。アプリケーションタイプとして [Android] を選択し
ます。アプリを開発するプラットフォームごとに個別のクライアント ID を作成します。

4. [Credentials] (認証情報) で、[Manage service accounts] (サービスアカウントの管理) を選択しま
す。[Create service account] (サービスアカウントの作成) を選択します。サービスアカウントの詳細
を入力し、[Create and continue] (作成して続ける) を選択します。

5. サービスアカウントにプロジェクトへのアクセス権を付与します。アプリが必要とするサービスアカ
ウントへのアクセス権をユーザーに付与します。
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6. 新しいサービスアカウントを選択し、[Keys] (キー)、および [Add key] (キーを追加する) を選択しま
す。新しい JSON キーを作成してダウンロードします。

Google デベロッパーコンソールの使用方法の詳細については、Google Cloud ドキュメントの「プロジェ
クトの作成と管理」を参照してください。

Android アプリへの Google の統合に関する詳細については、Google ID ドキュメントの「Android 用 
Google サインイン」を参照してください。

Amazon Cognito コンソールで外部プロバイダーを設定する

Amazon Cognito コンソールのホームページで [Manage Identity Pools] (ID プールの管理) をクリックしま
す。

1. 外部プロバイダーとして Google を有効化する ID プールの名前を選択します。ID プールの 
[Dashboard] (ダッシュボード) ページが表示されます。

2. [ダッシュボード] ページの右上にある、[ID プールの編集] を選択します。[Edit identity pool] (ID プー
ルの編集) ページが表示されます。

3. 下にスクロールし、[Authentication providers] (認証プロバイダー) を選択します。[Edit identity pool] 
(ID プールの編集) ページが展開され、追加の認証プロバイダーオプションが表示されます。

4. [Google] タブを選択します。
5. [ロック解除] を選択します。
6. Google Cloud コンソールで作成した Google Client ID を入力し、[Save Changes] (変更の保存) を選択

します。

Google の使用

アプリケーションで Google を使用したログインを有効にするには、Android に関する Google のドキュ
メントに従います。ユーザーがサインインすると、Google に OpenID Connect 認証トークンを要求しま
す。Amazon Cognito はこのトークンを使用してユーザーを認証し、一意の ID を生成します。

次のサンプルコードは、Google Play サービスから認証トークンを取得する方法を示しています。

GooglePlayServicesUtil.isGooglePlayServicesAvailable(getApplicationContext());
AccountManager am = AccountManager.get(this);
Account[] accounts = am.getAccountsByType(GoogleAuthUtil.GOOGLE_ACCOUNT_TYPE);
String token = GoogleAuthUtil.getToken(getApplicationContext(), accounts[0].name, 
        "audience:server:client_id:YOUR_GOOGLE_CLIENT_ID");
Map<String, String> logins = new HashMap<String, String>();
logins.put("accounts.google.com", token);
credentialsProvider.setLogins(logins);

iOS - Objective-C
Note

アプリが Google を使用していて、複数のモバイルプラットフォームで利用可能になる場合
は、Google を OpenID Connect プロバイダー (p. 368)とします。作成されたすべてのクライア
ント ID を追加オーディエンス値として追加することで、統合が向上します。Google のクライア
ント間の ID モデルの詳細については、「クライアント間の ID」を参照してください。

Google のセットアップ

iOS 用 Google サインインを有効にするには、アプリケーション用の Google デベロッパーコンソールプロ
ジェクトを作成します。

1. Google 開発者コンソールに移動して、新しいプロジェクトを作成します。
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2. [APIs & Services] (API とサービス) を選択し、次に [OAuth consent screen] (OAuth 同意画面) を選択
します。Google がプロフィールデータをアプリと共有するための同意を求められたときに、Google 
がユーザーに表示する情報をカスタマイズします。

3. [Credentials] (認証情報) を選択し、次に[Create credentials] (認証情報の作成) を選択します。[OAuth 
client ID] (OAuth クライアント ID) を選択します。アプリケーションタイプとして [iOS] を選択しま
す。アプリを開発するプラットフォームごとに個別のクライアント ID を作成します。

4. [Credentials] (認証情報) で、[Manage service accounts] (サービスアカウントの管理) を選択しま
す。[Create service account] (サービスアカウントの作成) を選択します。サービスアカウントの詳細
を入力し、[Create and continue] (作成して続ける) を選択します。

5. サービスアカウントにプロジェクトへのアクセス権を付与します。アプリが必要とするサービスアカ
ウントへのアクセス権をユーザーに付与します。

6. 新しいサービスアカウントを選択します。[Keys] (キー) タブを選択し、[Add key] (キーを追加する) を
選択します。新しい JSON キーを作成してダウンロードします。

Google デベロッパーコンソールの使用方法の詳細については、Google Cloud ドキュメントの「プロジェ
クトの作成と管理」を参照してください。

iOS アプリへの Google の統合に関する詳細については、Google ID に関するドキュメントの「iOS 用 
Google サインイン」を参照してください。

Amazon Cognito コンソールのホームページで [Manage Identity Pools] (ID プールの管理) をクリックしま
す。

Amazon Cognito コンソールで外部プロバイダーを設定する

1. 外部プロバイダーとして Google を有効にする ID プールの名前を選択します。ID プールの 
[Dashboard] (ダッシュボード) ページが表示されます。

2. [ダッシュボード] ページの右上にある、[ID プールの編集] を選択します。[Edit identity pool] (ID プー
ルの編集) ページが表示されます。

3. 下にスクロールし、[Authentication providers] (認証プロバイダー) を選択してセクションを展開しま
す。

4. [Google] タブを選択します。
5. [ロック解除] を選択します。
6. Google から入手した Google Client ID を入力し、[Save Changes] (変更の保存) を選択します。

Google の使用

アプリケーションで Google を使用したログインを有効にするには、iOS に関する Google のドキュメン
トに従います。認証に成功すると、OpenID Connect 認証トークンが取得されます。Amazon Cognito はこ
のトークンを使用してユーザーを認証し、固有識別子を生成します。

認証に成功すると、id_token が含まれる GTMOAuth2Authentication オブジェクトが取得されま
す。Amazon Cognito はこのオブジェクトを使用してユーザーを認証し、固有識別子を生成します。

- (void)finishedWithAuth: (GTMOAuth2Authentication *)auth error: (NSError *) error { 
        NSString *idToken = [auth.parameters objectForKey:@"id_token"]; 
        credentialsProvider.logins = @{ @(AWSCognitoLoginProviderKeyGoogle): idToken }; 
    }

iOS - Swift
Note

アプリが Google を使用していて、複数のモバイルプラットフォームで利用可能になる場合
は、Google を OpenID Connect プロバイダー (p. 368)とします。作成されたすべてのクライア
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ント ID を追加オーディエンス値として追加することで、統合が向上します。Google のクライア
ント間の ID モデルの詳細については、「クライアント間の ID」を参照してください。

Google のセットアップ

iOS 用 Google サインインを有効にするには、アプリケーション用の Google デベロッパーコンソールプロ
ジェクトを作成します。

1. Google 開発者コンソールに移動して、新しいプロジェクトを作成します。
2. [APIs & Services] (API とサービス) を選択し、次に [OAuth consent screen] (OAuth 同意画面) を選択

します。Google がプロフィールデータをアプリと共有するための同意を求められたときに、Google 
がユーザーに表示する情報をカスタマイズします。

3. [Credentials] (認証情報) を選択し、次に[Create credentials] (認証情報の作成) を選択します。[OAuth 
client ID] (OAuth クライアント ID) を選択します。アプリケーションタイプとして [iOS] を選択しま
す。アプリを開発するプラットフォームごとに個別のクライアント ID を作成します。

4. [Credentials] (認証情報) で、[Manage service accounts] (サービスアカウントの管理) を選択しま
す。[Create service account] (サービスアカウントの作成) を選択します。サービスアカウントの詳細
を入力し、[Create and continue] (作成して続ける) を選択します。

5. サービスアカウントにプロジェクトへのアクセス権を付与します。アプリが必要とするサービスアカ
ウントへのアクセス権をユーザーに付与します。

6. 新しいサービスアカウントを選択し、[Keys] (キー)、および [Add key] (キーを追加する) を選択しま
す。新しい JSON キーを作成してダウンロードします。

Google デベロッパーコンソールの使用方法の詳細については、Google Cloud ドキュメントの「プロジェ
クトの作成と管理」を参照してください。

iOS アプリへの Google の統合に関する詳細については、Google ID に関するドキュメントの「iOS 用 
Google サインイン」を参照してください。

Amazon Cognito コンソールのホームページで [Manage Identity Pools] (ID プールの管理) をクリックしま
す。

Amazon Cognito コンソールで外部プロバイダーを設定する

1. 外部プロバイダーとして Google を有効にする ID プールの名前を選択します。ID プールの 
[Dashboard] (ダッシュボード) ページが表示されます。

2. [ダッシュボード] ページの右上にある、[ID プールの編集] を選択します。[Edit identity pool] (ID プー
ルの編集) ページが表示されます。

3. 下にスクロールし、[Authentication providers] (認証プロバイダー) を選択してセクションを展開しま
す。

4. [Google] タブを選択します。
5. [ロック解除] を選択します。
6. Google から入手した Google Client ID を入力し、[Save Changes] (変更の保存) を選択します。

Google の使用

アプリケーションで Google を使用したログインを有効にするには、iOS に関する Google のドキュメン
トに従います。認証に成功すると、OpenID Connect 認証トークンが取得されます。Amazon Cognito はこ
のトークンを使用してユーザーを認証し、一意の識別子を生成します。

認証が成功すると、id_token を含む GTMOAuth2Authentication オブジェクトが生成されま
す。Amazon Cognito はこのトークンを使用してユーザーを認証し、一意の ID を生成します。

func finishedWithAuth(auth: GTMOAuth2Authentication!, error: NSError!) { 
    if error != nil { 
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      print(error.localizedDescription) 
    } 
    else { 
      let idToken = auth.parameters.objectForKey("id_token") 
      credentialsProvider.logins = [AWSCognitoLoginProviderKey.Google.rawValue: idToken!] 
    }
}

JavaScript
Note

アプリが Google を使用していて、複数のモバイルプラットフォームで利用可能になる場合
は、Google を OpenID Connect プロバイダー (p. 368)として設定する必要があります。作成さ
れたすべてのクライアント ID を追加オーディエンス値として追加することで、統合が向上しま
す。Google のクライアント間の ID モデルの詳細については、「クライアント間の ID」を参照し
てください。

Google のセットアップ

JavaScript ウェブアプリ用 Google サインインを有効にするには、アプリケーション用の Google デベロッ
パーコンソールプロジェクトを作成します。

1. Google 開発者コンソールに移動して、新しいプロジェクトを作成します。
2. [APIs & Services] (API とサービス) を選択し、次に [OAuth consent screen] (OAuth 同意画面) を選択

します。Google がプロフィールデータをアプリと共有するための同意を求められたときに、Google 
がユーザーに表示する情報をカスタマイズします。

3. [Credentials] (認証情報) を選択し、次に[Create credentials] (認証情報の作成) を選択します。[OAuth 
client ID] (OAuth クライアント ID) を選択します。アプリケーションタイプとして [Web application]
(ウェブアプリケーション) を選択します。アプリを開発するプラットフォームごとに個別のクライア
ント ID を作成します。

4. [Credentials] (認証情報) で、[Manage service accounts] (サービスアカウントの管理) を選択しま
す。[Create service account] (サービスアカウントの作成) を選択します。サービスアカウントの詳細
を入力し、[Create and continue] (作成して続ける) を選択します。

5. サービスアカウントにプロジェクトへのアクセス権を付与します。アプリが必要とするサービスアカ
ウントへのアクセス権をユーザーに付与します。

6. 新しいサービスアカウントを選択し、[Keys] (キー)、および [Add key] (キーを追加する) を選択しま
す。新しい JSON キーを作成してダウンロードします。

Google デベロッパーコンソールの使用方法の詳細については、Google Cloud ドキュメントの「プロジェ
クトの作成と管理」を参照してください。

Google をウェブアプリに統合する方法の詳細については、Google ID に関するドキュメントの「Google 
でサインインする」を参照してください。

Amazon Cognito コンソールで外部プロバイダーを設定する

Amazon Cognito コンソールのホームページで [Manage Identity Pools] (ID プールの管理) をクリックしま
す。

1. 外部プロバイダーとして Google を有効にする ID プールの名前を選択します。ID プールの [Dashboard] 
(ダッシュボード) ページが表示されます。

2. [ダッシュボード] ページの右上にある、[ID プールの編集] を選択します。[Edit identity pool] (ID プール
の編集) ページが表示されます。

3. 下にスクロールし、[Authentication providers] (認証プロバイダー) を選択してセクションを展開しま
す。

4. [Google] タブを選択します。
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5. [ロック解除] を選択します。
6. Google から入手した Google Client ID を入力し、[Save Changes] を選択します。

Google の使用

アプリケーションで Google を使用したログインを有効にするには、「ウェブに関する Google のドキュメ
ント」に従います。

認証に成功すると、id_token が含まれるレスポンスオブジェクトが取得されます。Amazon Cognito は
このオブジェクトを使用してユーザーを認証し、固有識別子を生成します。

function signinCallback(authResult) { 
  if (authResult['status']['signed_in']) { 

     // Add the Google access token to the Amazon Cognito credentials login map. 
     AWS.config.credentials = new AWS.CognitoIdentityCredentials({ 
        IdentityPoolId: 'IDENTITY_POOL_ID', 
        Logins: { 
           'accounts.google.com': authResult['id_token'] 
        } 
     }); 

     // Obtain AWS credentials 
     AWS.config.credentials.get(function(){ 
        // Access AWS resources here. 
     }); 
  }
}

Unity
Google のセットアップ

Unity アプリ用 Google サインインを有効にするには、アプリケーション用の Google デベロッパーコン
ソールプロジェクトを作成します。

1. Google 開発者コンソールに移動して、新しいプロジェクトを作成します。
2. [APIs & Services] (API とサービス) を選択し、次に [OAuth consent screen] (OAuth 同意画面) を選択

します。Google がプロフィールデータをアプリと共有するための同意を求められたときに、Google 
がユーザーに表示する情報をカスタマイズします。

3. [Credentials] (認証情報) を選択し、次に[Create credentials] (認証情報の作成) を選択します。[OAuth 
client ID] (OAuth クライアント ID) を選択します。アプリケーションタイプとして [Web application]
(ウェブアプリケーション) を選択します。アプリを開発するプラットフォームごとに個別のクライア
ント ID を作成します。

4. Unity の場合は、Android 用に追加の OAuth クライアント ID を作成し、iOS 用には別の OAuth クライ
アント ID を作成します。

5. [Credentials] (認証情報) で、[Manage service accounts] (サービスアカウントの管理) を選択しま
す。[Create service account] (サービスアカウントの作成) を選択します。サービスアカウントの詳細
を入力し、[Create and continue] (作成して続ける) を選択します。

6. サービスアカウントにプロジェクトへのアクセス権を付与します。アプリが必要とするサービスアカ
ウントへのアクセス権をユーザーに付与します。

7. 新しいサービスアカウントを選択し、[Keys] (キー)、および [Add key] (キーを追加する) を選択しま
す。新しい JSON キーを作成してダウンロードします。

Google デベロッパーコンソールの使用方法の詳細については、Google Cloud ドキュメントの「プロジェ
クトの作成と管理」を参照してください。
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IAM コンソールでの OpenID プロバイダーの作成

1. IAM コンソールでの OpenID プロバイダーの作成 OpenID プロバイダーをセットアップする方法の詳細
については、「OpenID Connect ID プロバイダーの使用 (p. 368)」を参照してください。

2. プロバイダー URL の入力を求められたら、「"https://accounts.google.com"」と入力します。
3. [Audience (対象者)] フィールドに値を入力するよう求められたら、前のステップで作成した 3 つのクラ

イアント ID のいずれかを入力します。
4. プロバイダー名を選択し、2 名の対象ユーザーを追加して、他の 2 つのクライアント ID を追加しま

す。

Amazon Cognito コンソールで外部プロバイダーを設定する

Amazon Cognito コンソールのホームページで [Manage Identity Pools] (ID プールの管理) をクリックしま
す。

1. 外部プロバイダーとして Google を有効にする ID プールの名前を選択します。ID プールの [Dashboard] 
(ダッシュボード) ページが表示されます。

2. [ダッシュボード] ページの右上にある、[ID プールの編集] を選択します。[Edit identity pool] (ID プール
の編集) ページが表示されます。

3. 下にスクロールし、[Authentication providers] (認証プロバイダー) を選択してセクションを展開しま
す。

4. [Google] タブを選択します。
5. [ロック解除] を選択します。
6. Google から入手した Google Client ID を入力し、[Save Changes] を選択します。

Unity Google プラグインのインストール

1. Unity プロジェクトに、Google Play Games plugin for Unity を追加します。
2. Unity で、[Windows] メニューから Android と iOS プラットフォーム用の 3 つの ID を使用してプラグイ

ンを設定します。

Google の使用

次のサンプルコードは、Google Play サービスから認証トークンを取得する方法を示しています。

void Start()
{ 
  PlayGamesClientConfiguration config = new PlayGamesClientConfiguration.Builder().Build(); 
  PlayGamesPlatform.InitializeInstance(config); 
  PlayGamesPlatform.DebugLogEnabled = true; 
  PlayGamesPlatform.Activate(); 
  Social.localUser.Authenticate(GoogleLoginCallback);
}

void GoogleLoginCallback(bool success)
{ 
  if (success) 
  { 
    string token = PlayGamesPlatform.Instance.GetIdToken(); 
    credentials.AddLogin("accounts.google.com", token); 
  } 
  else 
  { 
    Debug.LogError("Google login failed. If you are not running in an actual Android/iOS 
 device, this is expected."); 
  }
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}

Xamarin
Note

Amazon Cognito は、Xamarin プラットフォームで Google をネイティブにサポートしていませ
ん。現在、この統合では、ウェブビューを使用してブラウザのサインインの流れに従う必要があ
ります。他の SDK での Google の統合の詳細については、他のプラットフォームを選択してくだ
さい。

アプリケーションで Google を使用したログインを有効にするには、ユーザーを認証し、ユーザーから 
OpenID Connect トークンを取得します。Amazon Cognito は、Amazon Cognito アイデンティティに関連
付けられた一意のユーザー識別子を生成するためにこのトークンを使用します。残念ながら、Xamarin 用
の Google SDK では OpenID Connect トークンを取得することができないため、代替クライアントまたは
ウェブビューのウェブフローを使用します。

トークンを取得したら、CognitoAWSCredentials で設定できます。

credentials.AddLogin("accounts.google.com", token);

Note

アプリが Google を使用していて、複数のモバイルプラットフォームで利用可能になる場合
は、Google を OpenID Connect プロバイダー (p. 368)として設定する必要があります。作成さ
れたすべてのクライアント ID を追加オーディエンス値として追加することで、統合が向上しま
す。Google のクライアント間の ID モデルの詳細については、「クライアント間の ID」を参照し
てください。

「Apple でサインイン」 (ID プール)
Amazon Cognito は「Apple でサインイン」と統合して、モバイルアプリケーションとウェブアプリケー
ションのユーザーにフェデレートされた認証を提供します。このセクションでは、ID プロバイダー (IdP) 
として「Apple でサインイン」を使用してアプリケーションを登録し、セットアップする方法について説
明します。

認証プロバイダーとして「Apple でサインイン」を ID プールに追加するには、2 つのステップが必要で
す。まず、アプリケーションで「Apple でサインイン」を統合し、次に ID プールで「Apple でサインイ
ン」を設定します。

「Apple でサインイン」を設定する
IdP として「Apple でサインイン」を設定するには、クライアント ID を受け取るためにアプリケーション
を Apple に登録する必要があります。

1. Apple の開発者アカウントを作成します。
2. Apple 認証情報を使用してサインインします。
3. 左のナビゲーションペインで、[Certificates, IDs & Profiles (証明書、ID & プロファイル)] を選択しま

す。
4. 左のナビゲーションペインで、[Identifiers (識別子)] を選択します。
5. [Identifiers (識別子)] ページで、[+] アイコンを選択します。
6. [Register a New Identifier] (新しい識別子の登録) ページで、[App IDs] (アプリ ID)、[Continue] (続行) 

の順に選択します。
7. [Register an App ID] ページで、次の操作を行います。

a. [説明] に、説明を入力します。
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b. [Bundle ID (バンドル ID)] に、識別子を入力します。このバンドル ID を書き留めておきま
す。Apple を ID プールのプロバイダーとして設定するには、この値が必要になります。

c. [Capabilities]  (機能) で、[Sign In with Apple] (Apple でサインイン) を選択してから [Edit] (編集) を
選択します。

d. [Sign in with Apple: App ID Configuration] (Apple でサインイン: アプリ ID の設定) ページで、アプ
リの適切な設定を選択します。次に、[Save] (保存) を選択します。

e. [Continue] (続行) をクリックします。
8. [Confirm your App ID] ページで、[登録] を選択します。
9. 「Apple でサインイン」をネイティブ iOS アプリケーションと統合する場合は、ステップ 10 に進み

ます。ステップ 11 は、「Apple JS でサインイン」と統合するアプリケーション用です。
10. [ID] ページで、[App IDs] (アプリケーション ID) メニューを選択し、次に [Services IDs] (サービス ID) 

を選択します。[+] アイコンを選択します。
11. [Register a New Identifier] (新しい識別子の登録) ページで、[Services IDs] (サービス ID)、[Continue]

(続行) の順に選択します。
12. [Register a Services ID] ページで、次の操作を行います。

a. [説明] に、説明を入力します。
b. [Identifier] に、識別子を入力します。このサービス ID を書き留めておきます。Apple を ID プール

のプロバイダーとして設定するには、この値が必要になります。
c. [Apple でサインイン] を選択後、[Configure (設定)] を選択します。
d. [Web Authentication Configuration] ページで、[Primary App ID] を選択します。[Website URLs]

(ウェブサイトの URL) で、[+] アイコンを選択します。[Domains and Subdomains (ドメインと
サブドメイン)] で、アプリのドメイン名を入力します。[Return URLs] (リターン URL) に、ユー
ザーが Sign in with Apple を介して認証した後、認証によってユーザーがリダイレクトされるコー
ルバック URL を入力します。

e. [Next] (次へ) をクリックします。
f. [Continue] (続行) を選択し、[Register] (登録) を選択します。

13. 左のナビゲーションペインで [Keys (キー)] を選択します。
14. [Keys (キー)] ページで、[+] アイコンを選択します。
15. [Register a New Key] ページで、次の操作を行います。

a. [Key Name] に、キー名を入力します。
b. [Sign In with Apple] (Apple でサインイン) を選択後、[Configure] (設定) を選択します。
c. [Configure Key (キーの設定)] ページで、[Primary App ID (プライマリアプリ ID)]、[Save (保存)] 

の順に選択します。
d. [Continue] (続行) を選択し、[Register] (登録) を選択します。

Note

Apple でサインインをネイティブ iOS アプリケーションに統合するには、「Apple でサインイン
してユーザー認証を実装する」を参照してください。
ネイティブ iOS 以外のプラットフォームで「Apple でサインイン」を統合する方法については、
「Apple JS でサインイン」を参照してください。

Amazon Cognito フェデレーティッド ID コンソールで外部プロ
バイダーを設定する
以下の手順を使用して、外部プロバイダーを設定します。

1. Amazon Cognito コンソールのホームページで [Manage Identity Pools] (ID プールの管理) をクリック
します。
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2. 外部プロバイダーとして Apple を有効にする ID プールの名前を選択します。
3. ダッシュボードの右上にある、[Edit identity pool (ID プールの編集)] を選択します。
4. 下にスクロールし、[Authentication providers] (認証プロバイダー) を選択してセクションを展開しま

す。
5. [Apple] タブを選択します。
6. https://developer.apple.com から取得したバンドル ID を入力します。次に、[変更の保存] を選択しま

す。
7. ネイティブの iOS アプリケーションで「Apple でサインイン」を使用している場合

は、developer.apple.com から取得した BundleID を入力します。ウェブやその他のアプリケーショ
ンで 「Apple でサインイン」を使用している場合は、サービス ID を入力します。次に、[変更の保存] 
を選択します。

Amazon Cognito フェデレーティッド ID で Apple をプロバイ
ダーとして Apple でサインインするための CLI 例
この例では、IdP として Apple でサインインする MyIdentityPool という名前の ID プールを作成しま
す。

aws cognito-identity create-identity-pool --identity-pool-name MyIdentityPool 
--supported-login-providers appleid.apple.com="sameple.apple.clientid"

詳細については、「ID プールの作成」を参照してください。

Amazon Cognito アイデンティティ ID を生成する

この例では、Amazon Cognito ID を生成 (または取得) します。これはパブリック API なので、この API を
呼び出すために認証情報は必要ありません。

aws cognito-identity get-id --identity-pool-id SampleIdentityPoolId --logins 
appleid.apple.com="SignInWithAppleIdToken"

詳細については、「get-id」を参照してください。

Amazon Cognito アイデンティティ ID の認証情報を取得する

この例では、指定された ID および 「Apple でサインイン」のログインの認証情報を返します。これはパ
ブリック API なので、この API を呼び出すために認証情報は必要ありません。

aws cognito-identity get-credentials-for-identity --identity-id 
SampleIdentityId --logins appleid.apple.com="SignInWithAppleIdToken"

詳細については、「get-credentials-for-identity」を参照してください。

Apple でサインインを使用する: Android
Apple では、Android 版の 「Apple でサインイン」をサポートする SDK を提供していません。代わりに
ウェブビューでウェブフローを使用できます。

• アプリケーションで「Apple でサインイン」を設定するには、Apple のドキュメントの「「Apple でサイ
ンイン」するためのウェブページの設定」を参照してください。

• Android ユーザーインターフェイスに [Apple でサインイン] ボタンを追加するには、Apple のドキュメン
トの「「Apple でサインイン」ボタンの表示と設定」に従ってください。

• 「Apple でサインイン」を使用してユーザーを安全に認証するには、Apple のドキュメントの「Apple で
サインインするためのウェブページの設定」を参照してください。
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「Apple でサインイン」は、その状態の追跡にセッションオブジェクトを使用します。Amazon Cognito 
は、このセッションオブジェクトからの ID トークンを使用してユーザーの認証と固有識別子の生成を行
い、必要に応じて他の AWS リソースへのアクセス権をユーザーに付与します。

@Override
public void onSuccess(Bundle response) { 
    String token = response.getString("id_token"); 
    Map<String, String> logins = new HashMap<String, String>(); 
    logins.put("appleid.apple.com", token); 
    credentialsProvider.setLogins(logins);
}

「Apple でサインインを使用する」: iOS-Objective-C
Apple は、ネイティブ iOS アプリケーションでの「Apple でサインイン」の SDK サポートを提供しまし
た。ネイティブ iOS デバイスで「Apple でサインイン」を使用してユーザー認証を実装するには、Apple 
のドキュメントで「「Apple でサインイン」を使用したユーザー認証の実装」を参照してください。

Amazon Cognito は、ID トークンを使用してユーザーの認証と固有識別子の生成を行い、必要に応じて他
の AWS リソースへのアクセス権をユーザーに付与します。

(void)finishedWithAuth: (ASAuthorizationAppleIDCredential *)auth error: (NSError *) error { 
        NSString *idToken = [ASAuthorizationAppleIDCredential 
 objectForKey:@"identityToken"]; 
        credentialsProvider.logins = @{ "appleid.apple.com": idToken }; 
    }

「Apple でサインイン」: iOS - Swift
Apple は、ネイティブ iOS アプリケーションでの「Apple でサインイン」の SDK サポートを提供しまし
た。ネイティブ iOS デバイスで「Apple でサインイン」を使用してユーザー認証を実装するには、Apple 
のドキュメントで「「Apple でサインイン」を使用したユーザー認証の実装」を参照してください。

Amazon Cognito は、ID トークンを使用してユーザーの認証と固有識別子の生成を行い、必要に応じて他
の AWS リソースへのアクセス権をユーザーに付与します。

iOS で「Apple でサインイン」を設定する方法についての詳細は、「Apple でサインインを設定する」を参
照してください。

func finishedWithAuth(auth: ASAuthorizationAppleIDCredential!, error: NSError!) { 
    if error != nil { 
      print(error.localizedDescription) 
    } 
    else { 
      let idToken = auth.identityToken, 
      credentialsProvider.logins = ["appleid.apple.com": idToken!] 
    }
}

「Apple でサインイン」を使用する: JavaScript
Apple では、JavaScript 用の「Apple でサインイン」をサポートする SDK は提供していません。代わりに
ウェブビューでウェブフローを使用できます。

• アプリケーションで「Apple でサインイン」を設定するには、Apple のドキュメントの「「Apple でサイ
ンイン」するためのウェブページの設定」を参照してください。

• JavaScript ユーザーインターフェイスに [Apple でサインイン] ボタンを追加するには、Apple のドキュ
メントの「「Apple でサインイン」ボタンの表示と設定」に従ってください。
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• 「Apple でサインイン」を介してユーザーを安全に認証するには、Apple のドキュメントの「「Apple で
サインイン」するためのウェブページの設定」を参照してください。

「Apple でサインイン」は、その状態の追跡にセッションオブジェクトを使用します。Amazon Cognito 
は、このセッションオブジェクトからの ID トークンを使用してユーザーの認証と固有識別子の生成を行
い、必要に応じて他の AWS リソースへのアクセス権をユーザーに付与します。

function signinCallback(authResult) { 
     // Add the apple's id token to the Amazon Cognito credentials login map. 
     AWS.config.credentials = new AWS.CognitoIdentityCredentials({ 
        IdentityPoolId: 'IDENTITY_POOL_ID', 
        Logins: { 
           'appleid.apple.com': authResult['id_token'] 
        } 
     }); 

     // Obtain AWS credentials 
     AWS.config.credentials.get(function(){ 
        // Access AWS resources here. 
     });
}

「Apple でサインイン」を使用する: Xamarin
Xamarin 用の「Apple でサインイン」をサポートする SDK はありません。代わりにウェブビューでウェブ
フローを使用できます。

• アプリケーションで「Apple でサインイン」を設定するには、Apple のドキュメントの「「Apple でサイ
ンイン」するためのウェブページの設定」を参照してください。

• Xamarin ユーザーインターフェイスに [Apple でサインイン] ボタンを追加するには、Apple のドキュメ
ントの「「Apple でサインイン」ボタンの表示と設定」に従ってください。

• 「Apple でサインイン」を介してユーザーを安全に認証するには、Apple のドキュメントの「「Apple で
サインイン」するためのウェブページの設定」を参照してください。

「Apple でサインイン」は、その状態の追跡にセッションオブジェクトを使用します。Amazon Cognito 
は、このセッションオブジェクトからの ID トークンを使用してユーザーの認証と固有識別子の生成を行
い、必要に応じて他の AWS リソースへのアクセス権をユーザーに付与します。

トークンを取得したら、CognitoAWSCredentials で設定できます。

credentials.AddLogin("appleid.apple.com", token);

Open ID Connect プロバイダー (ID プール)
OpenID Connect は認証のためのオープン標準で、多数のログインプロバイダーでサポートされていま
す。Amazon Cognito は、AWS Identity and Access Management を使用して設定した OpenID Connect プ
ロバイダーとアイデンティティをリンクすることをサポートしています。

OpenID Connect プロバイダーの追加

OpenID Connect プロバイダーを作成する方法については、IAM のドキュメントを参照してください。

Amazon Cognito とのプロバイダーの関連付け

IAM コンソールで OpenID Connect プロバイダーを作成したら、ID プールと関連付けることができます。
設定するすべてのプロバイダーは、Amazon Cognito コンソールの [OpenID Connect Providers] (OpenID 
Connect プロバイダー) ヘッダーの下にある [Edit Identity Pool] (ID プールの編集) 画面に表示されます。
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複数の OpenID Connect プロバイダーを、単一の ID プールと関連付けることができます。

OpenID Connect の使用

ログインして ID トークンを受け取る方法については、プロバイダーのドキュメントを参照してください。

トークンを取得したら、ログインマップにトークンを追加します。プロバイダーの URI をキーとして使用
します。

OpenID Connect トークンの検証

初めて Amazon Cognito と統合するときは、InvalidToken 例外を受け取る場合があります。Amazon 
Cognito が OpenID Connect (OIDC) トークンを検証する方法を理解しておくことが重要です。

Note

https://tools.ietf.org/html/rfc7523 で規定されているように、Amazon Cognito では、システム間の
クロックスキューを処理するために 5 分の猶予期間が提供されます。

1. iss パラメータは、ログインマップで使われるキー (login.provider.com など) と一致する必要がありま
す。

2. 署名が有効である必要があります。署名は、RSA パブリックキーを通じて検証可能である必要がありま
す。

3. 証明書の公開キーのフィンガープリントは、OIDC プロバイダーを作成したときに IAM で設定したフィ
ンガープリントと一致します。

4. azp パラメータが存在する場合は、OIDC プロバイダーでリストされたクライアント ID に対してこの値
を確認します。

5. azp パラメータが存在しない場合は、OIDC プロバイダーでリストされたクライアント ID に対して
aud パラメータを確認します。

ウェブサイトの jwt.io は、これらの値を検証するためのトークンをデコードするための貴重なリソースで
す。

Android

Map<String, String> logins = new HashMap<String, String>();
logins.put("login.provider.com", token);
credentialsProvider.setLogins(logins);

iOS - Objective-C

credentialsProvider.logins = @{ "login.provider.com": token }
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iOS - Swift
Amazon Cognito に OIDC ID トークンを提供するには、AWSIdentityProviderManager プロトコルを
実装します。

logins メソッドを実装する際は、設定した OIDC プロバイダー名を含むディクショナリを返します。次
のコード例に示すように、このディクショナリはキーとして機能し、認証されたユーザーからの現在の ID 
トークンが値として機能します。

class OIDCProvider: NSObject, AWSIdentityProviderManager { 
    func logins() -> AWSTask<NSDictionary> { 
        let completion = AWSTaskCompletionSource<NSString>() 
        getToken(tokenCompletion: completion) 
        return completion.task.continueOnSuccessWith { (task) -> AWSTask<NSDictionary>? in 
            //login.provider.name is the name of the OIDC provider as setup in the Amazon 
 Cognito console 
            return AWSTask(result:["login.provider.name":task.result!]) 
        } as! AWSTask<NSDictionary> 

    } 

    func getToken(tokenCompletion: AWSTaskCompletionSource<NSString>) -> Void { 
        //get a valid oidc token from your server, or if you have one that hasn't expired 
 cached, return it 

        //TODO code to get token from your server 
        //... 

        //if error getting token, set error appropriately 
        tokenCompletion.set(error:NSError(domain: "OIDC Login", code: -1 , userInfo: 
 ["Unable to get OIDC token" : "Details about your error"])) 
        //else 
        tokenCompletion.set(result:"result from server id token") 
    }
}

AWSCognitoCredentialsProvider をインスタンス化するときに、コンストラクター
で identityProviderManager の値として AWSIdentityProviderManager を実装するクラスを
渡します。詳細については、AWSCognitoCredentialsProvider リファレンスページに移動
し、initWithRegionType:identityPoolId:identityProviderManager を選択してください。

JavaScript
AWS.config.credentials = new AWS.CognitoIdentityCredentials({ 
 IdentityPoolId: 'IDENTITY_POOL_ID', 
 Logins: { 
    'login.provider.com': token 
 }
});

Unity
credentials.AddLogin("login.provider.com", token);

Xamarin
credentials.AddLogin("login.provider.com", token);
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SAML ID プロバイダー (ID プール)
Amazon Cognito は、Security Assertion Markup Language 2.0 (SAML 2.0) を経由した ID プロバイダー 
(IdPs) での認証をサポートしています。SAML をサポートする IdP を Amazon Cognito で使用して、ユー
ザーにシンプルなオンボーディングフローを提供することができます。SAML サポート IdP は、ユーザー
が引き受けることができる IAM ロールを指定します。このようにして、さまざまなユーザーがさまざまな
権限のセットを受け取ることができます。

SAML プロバイダーの ID プールの設定
次のステップでは、SAML ベースの IdP が使用されるように ID プールを設定する方法について説明しま
す。

Note

SAML プロバイダーをサポートするように ID プールを設定する前に、まず IAM コンソールで 
SAML ID プロバイダーを設定します。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サードパー
ティーの SAML ソリューションプロバイダーと AWS の統合」を参照してください。

SAML プロバイダーがサポートされるように ID プールを設定する

1. Amazon Cognito コンソールにサインインし、[Manage identity pools] (ID プールの管理) を選択してか
ら [Create new identity pool] (新しい ID プールの作成) を選択します。

2. [認証プロバイダー] セクションで、[SAML] タブを選択します。
3. SAML プロバイダーの ARN を選択し、[Create Pool] (プールの作成) を選択します。

SAML IdP の設定
SAML プロバイダーを作成したら、SAML ID プロバイダーを設定し、IdP と AWS の間に証明書利用者
の信頼を追加します。多くの IdP では、IdP が XML ドキュメントから証明書利用者情報と証明書を読
み取るために使用できる URL を指定できます。AWS には、https://signin.aws.amazon.com/static/saml-
metadata.xml を使用できます。次のステップでは、IdP からの SAML アサーションレスポンスを設定し
て、AWS が必要とするクレームを入力します。クレーム設定の詳細については、「認証レスポンスの 
SAML アサーションを設定する」を参照してください。

SAML を使用したユーザーロールのカスタマイズ
Amazon Cognito ID で SAML を使用する場合、エンドユーザーのロールをカスタマイズできま
す。Amazon Cognito は、SAML ベースの IdP で拡張フロー (p. 318)のみをサポートします。SAML 
ベースの IdP を使用するために、ID プールに認証されたロールや認証されていないロールを指定す
る必要はありません。https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role クレーム属性は、
カンマ区切りのロールおよびプロバイダー ARN のペアを 1 つ以上指定します。これらは、ユーザー
が引き受けることができるロールです。IdP から入手できるユーザー属性情報に基づいてロール属
性を設定するように SAML IdP を設定できます。SAML アサーションで複数のロールを受け取る場
合は、getCredentialsForIdentity を呼び出すときにオプションの customRoleArn パラメー
タを設定します ロールが SAML アサーションのクレームのロールと一致する場合、ユーザーはこの
customRoleArn を想定します。

SAML IdP を使用したユーザーの認証
SAML ベースの IdP でフェデレートするには、ユーザーがログインを開始する URL を判断しま
す。AWS フェデレーションは、IdP 開始ログインを使用します。AD FS 2.0 では、URL の形式は
https://<fqdn>/adfs/ls/IdpInitiatedSignOn.aspx?loginToRp=urn:amazon:webservices
です。
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Amazon Cognito に SAML IdP のサポートを追加するには、まず iOS アプリケーションまたは Android ア
プリケーションから SAML ID プロバイダーを使用してユーザーを認証する必要があります。SAML IdP と
の統合と認証に使用するコードは、SAML プロバイダーに固有です。ユーザーが認証されたら、Amazon 
Cognito API を使用して、結果として得られた SAML アサーションを Amazon Cognito アイデンティティ
に提供できます。

ID プール API リクエストの Logins マップで SAML アサーションを繰り返したり、再生したりすること
はできません。SAML アサーションを再生すると、そのアサーション ID は以前の API リクエストの ID と
重複します。Logins マップ内の SAML アサーションを受け入れることができる API オペレーションとし
ては、GetId、GetCredentialsForIdentity、GetOpenIdToken、GetOpenIDTokenForDeveloperIdentity があ
ります。SAML アサーション ID は、ID プール認証フローの API リクエストごとに 1 回再生できます。例
えば、同じ SAML アサーションを GetId リクエストと後続の GetCredentialsForIdentity リクエス
トでは指定できますが、2 番目の GetId リクエストでは指定できません。

Android
Android SDK を使用する場合、以下のように、ログインマップに SAML アサーションを入力できます。

Map logins = new HashMap();
logins.put("arn:aws:iam::aws account id:saml-provider/name", "base64 encoded assertion 
 response");
// Now this should be set to CognitoCachingCredentialsProvider object.
CognitoCachingCredentialsProvider credentialsProvider = new 
 CognitoCachingCredentialsProvider(context, identity pool id, region);
credentialsProvider.setLogins(logins);
// If SAML assertion contains multiple roles, resolve the role by setting the custom role
credentialsProvider.setCustomRoleArn("arn:aws:iam::aws account id:role/customRoleName");
// This should trigger a call to the Amazon Cognito service to get the credentials.
credentialsProvider.getCredentials();

iOS
iOS SDK を使用している場合、以下のように、AWSIdentityProviderManager で SAML アサーション
を指定できます。

- (AWSTask<NSDictionary<NSString*,NSString*> *> *) logins { 
    //this is hardcoded for simplicity, normally you would asynchronously go to your SAML 
 provider  
    //get the assertion and return the logins map using a AWSTaskCompletionSource 
    return [AWSTask taskWithResult:@{@"arn:aws:iam::aws account id:saml-provider/
name":@"base64 encoded assertion response"}];
} 
  
// If SAML assertion contains multiple roles, resolve the role by setting the custom role.
// Implementing this is optional if there is only one role.
- (NSString *)customRoleArn { 
    return @"arn:aws:iam::accountId:role/customRoleName";
}

デベロッパーが認証したアイデンティティ (ID プー
ル)

Amazon Cognito は、Facebook (ID プール) (p. 349)、Google (ID プール) (p. 357)、Login with Amazon 
(ID プール) (p. 354)、および 「Apple でサインイン」 (ID プール) (p. 364) 経由でのウェブ ID フェデ
レーションに加えて、デベロッパーが認証したアイデンティティもサポートします。デベロッパーが認証
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したアイデンティティでは、ユーザーデータの同期化と AWS リソースへのアクセスに引き続き Amazon 
Cognito を使用しながら、独自の既存認証プロセス経由でユーザーを登録し、認証することができます。
デベロッパーが認証したアイデンティティの使用には、エンドユーザーのデバイス、認証のバックエン
ド、および Amazon Cognito 間の対話が関連します。詳細については、AWS ブログ の「Amazon Cognito 
認証についてパート 2: デベロッパーが認証した ID」を参照してください。

認証のフローについて
開発者が認証した ID の認証フローの詳細と、外部プロバイダーの認証フローの違いについては、「ID 
プール (フェデレーティッドアイデンティティ) の認証フロー (p. 318)」を参照してください。

デベロッパー名を指定して ID プールに関連付ける
Important

現在、Amazon Cognito の ID プールは古いバージョンの Amazon Cognito コンソールを使用し
ています。[フェデレーティッドアイデンティティ] を選択して、ID プールコンソールに移動しま
す。

デベロッパーが認証したアイデンティティを使用するには、デベロッパープロバイダーに関連付けられた 
ID プールが必要です。そのためには、以下の手順を実行します。

1. Amazon Cognito コンソールにログインします。
2. 新しい ID プールを作成し、プロセスの一環として [Authentication Providers] (認証プロバイダー) の

[Custom] (カスタム) タブでデベロッパープロバイダー名を定義します。
3. または、既存の ID プールを編集し、[Authentication Providers] の [Custom] タブで開発者名を指定しま

す。

注意: プロバイダー名を設定した場合、それを変更することはできません。

Amazon Cognito コンソールでの作業に関する追加の手順については、「Amazon Cognito コンソールの使
用 (p. 3)」を参照してください。

ID プロバイダーの実装
Android
開発者が認証した ID を使用するには、AWSAbstractCognitoIdentityProvider を拡張する独自の ID 
プロバイダークラスを実装します。ID プロバイダークラスは、属性としてトークンを含むレスポンスオブ
ジェクトを返す必要があります。

以下に示しているのは、ID プロバイダーのシンプルな例です。

public class DeveloperAuthenticationProvider extends 
 AWSAbstractCognitoDeveloperIdentityProvider { 

  private static final String developerProvider = "<Developer_provider_name>"; 

  public DeveloperAuthenticationProvider(String accountId, String identityPoolId, Regions 
 region) { 
    super(accountId, identityPoolId, region); 
    // Initialize any other objects needed here. 
  } 

  // Return the developer provider name which you choose while setting up the 
  // identity pool in the &COG; Console 
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  @Override 
  public String getProviderName() { 
    return developerProvider; 
  } 

  // Use the refresh method to communicate with your backend to get an 
  // identityId and token. 

  @Override 
  public String refresh() { 

    // Override the existing token 
    setToken(null); 

    // Get the identityId and token by making a call to your backend 
    // (Call to your backend) 

    // Call the update method with updated identityId and token to make sure 
    // these are ready to be used from Credentials Provider. 

    update(identityId, token); 
    return token; 

  } 

  // If the app has a valid identityId return it, otherwise get a valid 
  // identityId from your backend. 

  @Override 
  public String getIdentityId() { 

    // Load the identityId from the cache 
    identityId = cachedIdentityId; 

    if (identityId == null) { 
       // Call to your backend 
    } else { 
       return identityId; 
    } 

  }
}

この ID プロバイダーを使用するには、これを CognitoCachingCredentialsProvider に渡す必要が
あります。例を示します。

DeveloperAuthenticationProvider developerProvider = new 
 DeveloperAuthenticationProvider( null, "IDENTITYPOOLID", context, Regions.USEAST1);
CognitoCachingCredentialsProvider credentialsProvider = new 
 CognitoCachingCredentialsProvider( context, developerProvider, Regions.USEAST1);

iOS - Objective-C
開発者が認証した ID を使用するには、AWSCognitoCredentialsProviderHelper を拡張する独自の ID プロ
バイダークラスを実装します。ID プロバイダークラスは、属性としてトークンを含むレスポンスオブジェ
クトを返す必要があります。

@implementation DeveloperAuthenticatedIdentityProvider
/* 
 * Use the token method to communicate with your backend to get an 
 * identityId and token. 
 */

374

https://github.com/aws-amplify/aws-sdk-ios


Amazon Cognito デベロッパーガイド
ID プロバイダーの実装

- (AWSTask <NSString*> *) token { 
    //Write code to call your backend: 
    //Pass username/password to backend or some sort of token to authenticate user 
    //If successful, from backend call getOpenIdTokenForDeveloperIdentity with logins map  
    //containing "your.provider.name":"enduser.username" 
    //Return the identity id and token to client 
    //You can use AWSTaskCompletionSource to do this asynchronously 

    // Set the identity id and return the token 
    self.identityId = response.identityId; 
    return [AWSTask taskWithResult:response.token];
}

@end

この ID プロバイダーを使用するには、次の例に示すように、それを
AWSCognitoCredentialsProvider に渡します。

DeveloperAuthenticatedIdentityProvider * devAuth = [[DeveloperAuthenticatedIdentityProvider 
 alloc] initWithRegionType:AWSRegionYOUR_IDENTITY_POOL_REGION  
                                         identityPoolId:@"YOUR_IDENTITY_POOL_ID" 
                                        useEnhancedFlow:YES 
                                identityProviderManager:nil];
AWSCognitoCredentialsProvider *credentialsProvider = [[AWSCognitoCredentialsProvider alloc] 
                                                          
 initWithRegionType:AWSRegionYOUR_IDENTITY_POOL_REGION 
                                                          identityProvider:devAuth];

認証されていない ID と開発者が認証した ID の両方をサポートする場合は、logins の実装で
AWSCognitoCredentialsProviderHelper メソッドをオーバーライドします。

- (AWSTask<NSDictionary<NSString *, NSString *> *> *)logins { 
    if(/*logic to determine if user is unauthenticated*/) { 
        return [AWSTask taskWithResult:nil]; 
    }else{ 
        return [super logins]; 
    }
}

開発者が認証した ID とソーシャルプロバイダーをサポートする場合は、logins の
AWSCognitoCredentialsProviderHelper 実装で現在のプロバイダーが誰であるかを管理する必要が
あります。

- (AWSTask<NSDictionary<NSString *, NSString *> *> *)logins { 
    if(/*logic to determine if user is unauthenticated*/) { 
        return [AWSTask taskWithResult:nil]; 
    }else if (/*logic to determine if user is Facebook*/){ 
        return [AWSTask taskWithResult: @{ AWSIdentityProviderFacebook : [FBSDKAccessToken 
 currentAccessToken] }]; 
    }else { 
        return [super logins]; 
    }
}

iOS - Swift
開発者が認証した ID を使用するには、AWSCognitoCredentialsProviderHelper を拡張する独自の ID プロ
バイダークラスを実装します。ID プロバイダークラスは、属性としてトークンを含むレスポンスオブジェ
クトを返す必要があります。
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import AWSCore
/* 
 * Use the token method to communicate with your backend to get an 
 * identityId and token. 
 */
class DeveloperAuthenticatedIdentityProvider : AWSCognitoCredentialsProviderHelper { 
    override func token() -> AWSTask<NSString> { 
    //Write code to call your backend: 
    //pass username/password to backend or some sort of token to authenticate user, if 
 successful,  
    //from backend call getOpenIdTokenForDeveloperIdentity with logins map containing 
 "your.provider.name":"enduser.username" 
    //return the identity id and token to client 
    //You can use AWSTaskCompletionSource to do this asynchronously 

    // Set the identity id and return the token 
    self.identityId = resultFromAbove.identityId 
    return AWSTask(result: resultFromAbove.token)
}

この ID プロバイダーを使用するには、次の例に示すように、それを
AWSCognitoCredentialsProvider に渡します。

let devAuth = 
 DeveloperAuthenticatedIdentityProvider(regionType: .YOUR_IDENTITY_POOL_REGION, 
 identityPoolId: "YOUR_IDENTITY_POOL_ID", useEnhancedFlow: true, 
 identityProviderManager:nil)
let credentialsProvider = 
 AWSCognitoCredentialsProvider(regionType: .YOUR_IDENTITY_POOL_REGION, 
 identityProvider:devAuth)
let configuration = AWSServiceConfiguration(region: .YOUR_IDENTITY_POOL_REGION, 
 credentialsProvider:credentialsProvider)
AWSServiceManager.default().defaultServiceConfiguration = configuration

認証されていない ID と開発者が認証した ID の両方をサポートする場合は、logins の実装で
AWSCognitoCredentialsProviderHelper メソッドをオーバーライドします。

override func logins () -> AWSTask<NSDictionary> { 
    if(/*logic to determine if user is unauthenticated*/) { 
        return AWSTask(result:nil) 
    }else { 
        return super.logins() 
    }
}

開発者が認証した ID とソーシャルプロバイダーをサポートする場合は、logins の
AWSCognitoCredentialsProviderHelper 実装で現在のプロバイダーが誰であるかを管理する必要が
あります。

override func logins () -> AWSTask<NSDictionary> { 
    if(/*logic to determine if user is unauthenticated*/) { 
        return AWSTask(result:nil) 
    }else if (/*logic to determine if user is Facebook*/){ 
        if let token = AccessToken.current?.authenticationToken { 
            return AWSTask(result: [AWSIdentityProviderFacebook:token]) 
        } 
        return AWSTask(error:NSError(domain: "Facebook Login", code: -1 , userInfo: 
 ["Facebook" : "No current Facebook access token"])) 
    }else { 
        return super.logins() 
    }
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}

JavaScript
バックエンドからアイデンティティ ID とセッショントークンを取得したら、それらを
AWS.CognitoIdentityCredentials プロバイダーに渡します。例を示します。

AWS.config.credentials = new AWS.CognitoIdentityCredentials({ 
   IdentityPoolId: 'IDENTITY_POOL_ID', 
   IdentityId: 'IDENTITY_ID_RETURNED_FROM_YOUR_PROVIDER', 
   Logins: { 
      'cognito-identity.amazonaws.com': 'TOKEN_RETURNED_FROM_YOUR_PROVIDER' 
   }
});

Unity
開発者が認証した ID を使用するには、CognitoAWSCredentials を拡張し、RefreshIdentity
メソッドを上書きして、ユーザー ID とトークンをバックエンドから取得して返す必要があります。
「example.com」という仮定のバックグランドに接続する ID プロバイダーの簡単な例を以下に示します。

using UnityEngine;
using System.Collections;
using Amazon.CognitoIdentity;
using System.Collections.Generic;
using ThirdParty.Json.LitJson;
using System;
using System.Threading;

public class DeveloperAuthenticatedCredentials : CognitoAWSCredentials
{ 
    const string PROVIDER_NAME = "example.com"; 
    const string IDENTITY_POOL = "IDENTITY_POOL_ID"; 
    static readonly RegionEndpoint REGION = RegionEndpoint.USEast1; 

    private string login = null; 

    public DeveloperAuthenticatedCredentials(string loginAlias) 
        : base(IDENTITY_POOL, REGION) 
    { 
        login = loginAlias; 
    } 

    protected override IdentityState RefreshIdentity() 
    { 
        IdentityState state = null; 
        ManualResetEvent waitLock = new ManualResetEvent(false); 
        MainThreadDispatcher.ExecuteCoroutineOnMainThread(ContactProvider((s) => 
        { 
            state = s; 
            waitLock.Set(); 
        })); 
        waitLock.WaitOne(); 
        return state; 
    } 

    IEnumerator ContactProvider(Action<IdentityState> callback) 
    { 
        WWW www = new WWW("http://example.com/?username="+login); 
        yield return www; 
        string response = www.text; 
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        JsonData json = JsonMapper.ToObject(response); 

        //The backend has to send us back an Identity and a OpenID token 
        string identityId = json["IdentityId"].ToString(); 
        string token = json["Token"].ToString(); 

        IdentityState state = new IdentityState(identityId, PROVIDER_NAME, token, false); 
        callback(state); 
    }
}

上記のコードでは、スレッドディスパッチャーオブジェクトを使用してコルーチンを呼び出します。プロ
ジェクトでこれを行う方法がない場合は、シーンで以下のスクリプトを使用できます。

using System;
using UnityEngine;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;

public class MainThreadDispatcher : MonoBehaviour
{ 
    static Queue<IEnumerator> _coroutineQueue = new Queue<IEnumerator>(); 
    static object _lock = new object(); 

    public void Update() 
    { 
        while (_coroutineQueue.Count > 0) 
        { 
            StartCoroutine(_coroutineQueue.Dequeue()); 
        } 
    } 

    public static void ExecuteCoroutineOnMainThread(IEnumerator coroutine) 
    { 
        lock (_lock) { 
            _coroutineQueue.Enqueue(coroutine); 
        } 
    }
}

Xamarin
開発者が認証した ID を使用するには、CognitoAWSCredentials を拡張し、RefreshIdentity
メソッドを上書きして、ユーザー ID とトークンをバックエンドから取得して返す必要があります。
「example.com」という仮定のバックグランドに接続する ID プロバイダーの簡単な例を以下に示します。

public class DeveloperAuthenticatedCredentials : CognitoAWSCredentials
{ 
    const string PROVIDER_NAME = "example.com"; 
    const string IDENTITY_POOL = "IDENTITY_POOL_ID"; 
    static readonly RegionEndpoint REGION = RegionEndpoint.USEast1; 
    private string login = null; 

    public DeveloperAuthenticatedCredentials(string loginAlias) 
        : base(IDENTITY_POOL, REGION) 
    { 
        login = loginAlias; 
    } 

    protected override async Task<IdentityState> RefreshIdentityAsync() 
    { 
        IdentityState state = null; 

378



Amazon Cognito デベロッパーガイド
ログインマップの更新 (Android および iOS のみ)

        //get your identity and set the state 
        return state; 
    }
}

ログインマップの更新 (Android および iOS のみ)
Android
ご使用の認証システムでユーザーが正常に認証されたら、デベロッパープロバイダー名と開発ユーザー 
ID (認証システムでユーザーを一意に識別する英数字の文字列) を使用してログインマップを更新しま
す。refresh が変更されている可能性があるため、ログインマップを更新した後は、必ず identityId
メソッドを呼び出してください。

HashMap<String, String> loginsMap = new HashMap<String, String>();
loginsMap.put(developerAuthenticationProvider.getProviderName(), developerUserIdentifier);

credentialsProvider.setLogins(loginsMap);
credentialsProvider.refresh();

iOS - Objective-C
認証情報がないか、または期限切れ場合、iOS SDK は logins メソッドを呼び出して最新のログイン
マップを取得するのみです。SDK で新しい認証情報の入手を強制する場合は (たとえば、エンドユー
ザーが認証されていない状態から認証され、認証されたユーザーに対して認証情報を必要とするな
ど)、clearCredentials で credentialsProvider を呼び出します。

[credentialsProvider clearCredentials];

iOS - Swift
認証情報がないか、または期限切れ場合、iOS SDK は logins メソッドを呼び出して最新のログイン
マップを取得するのみです。SDK で新しい認証情報の入手を強制する場合は (たとえば、エンドユー
ザーが認証されていない状態から認証され、認証されたユーザーに対して認証情報を必要とするな
ど)、clearCredentials で credentialsProvider を呼び出します。

credentialsProvider.clearCredentials()

トークンの取得 (サーバー)
GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity を呼び出してトークンを取得します。この API は、AWS デベロッ
パーの認証情報を使用してバックエンドから呼び出す必要があります。クライアント SDK から呼び出す
ことはできません。API は Cognito ID プール ID (ID プロバイダー名をキーとして、識別子を値として含む
ログインマップ) と、オプションで Cognito アイデンティティ ID (認証されていないユーザーを認証する場
合など) を受け取ります。識別子はユーザーのユーザー名、メールアドレス、または数値の場合がありま
す。API は、ユーザーの一意の Cognito ID と、エンドユーザーの OpenID Connect トークンを使用して呼
び出しに応答します。

GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity によって返されるトークンについては、以下の点に注意し
てください。

• トークンのカスタムの有効期限を指定して、トークンをキャッシュすることができます。カスタムの有
効期限を指定しない場合、トークンは 15 分間有効です。

• 設定できる最大のトークンの期間は 24 時間です。
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• トークンの期間を増やすことによるセキュリティへの影響について注意してください。攻撃者がこの
トークンを取得した場合、トークンの期間を通じてそれをエンドユーザーの AWS 認証情報と交換する
ことができます。

以下の Java スニペットは、Amazon Cognito クライアントを初期化して、デベロッパーが認証したアイデ
ンティティのトークンを取得する方法を示しています。

// authenticate your end user as appropriate
// ....

// if authenticated, initialize a cognito client with your AWS developer credentials
AmazonCognitoIdentity identityClient = new AmazonCognitoIdentityClient( 
  new BasicAWSCredentials("access_key_id", "secret_access_key")
);

// create a new request to retrieve the token for your end user
GetOpenIdTokenForDeveloperIdentityRequest request = 
  new GetOpenIdTokenForDeveloperIdentityRequest();
request.setIdentityPoolId("YOUR_COGNITO_IDENTITY_POOL_ID");

request.setIdentityId("YOUR_COGNITO_IDENTITY_ID"); //optional, set this if your client has 
 an 
                                                   //identity ID that you want to link to 
 this  
                                                   //developer account

// set up your logins map with the username of your end user
HashMap<String,String> logins = new HashMap<>();
logins.put("YOUR_IDENTITY_PROVIDER_NAME","YOUR_END_USER_IDENTIFIER");
request.setLogins(logins);

// optionally set token duration (in seconds)
request.setTokenDuration(60 * 15l);
GetOpenIdTokenForDeveloperIdentityResult response = 
  identityClient.getOpenIdTokenForDeveloperIdentity(request);

// obtain identity id and token to return to your client
String identityId = response.getIdentityId();
String token = response.getToken();

//code to return identity id and token to client
//...

上記の手順に従って、アプリでデベロッパーが認証したアイデンティティを統合できます。問題またはご
質問がある場合は、お気軽にフォーラムに投稿してください。

既存のソーシャル ID への接続
デベロッパーが認証したアイデンティティを使用する際のプロバイダーのすべてのリンク作成は、バッ
クエンドから行う必要があります。ユーザーのソーシャル ID (Login with Amazon、「Apple でサインイ
ン」、Facebook、または Google) にカスタム ID を接続するには、GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity
を呼び出すときに、ログインマップに ID プロバイダーのトークンを追加します。これを可能にするため、
クライアント SDK からバックエンドを呼び出してエンドユーザーを認証するときは、エンドユーザーの
ソーシャルプロバイダートークンを追加で渡します。

たとえば、カスタム ID の Facebook へのリンクを試みている場
合、GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity を呼び出すときに、ID プロバイダー ID に加えて 
Facebook のトークンをログインマップに追加します。

logins.put("YOUR_IDENTITY_PROVIDER_NAME","YOUR_END_USER_IDENTIFIER");
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logins.put("graph.facebook.com","END_USERS_FACEBOOK_ACCESSTOKEN");

プロバイダー間の移行のサポート
Android
アプリケーションでは、デベロッパーが認証したアイデンティティとともに、パブリックプロバイダー 
(Login with Amazon、「Apple でサインイン」、Facebook、または Google) を使用した、認証されてい
ないアイデンティティまたは認証されたアイデンティティのサポートが必要になる場合があります。デベ
ロッパーが認証したアイデンティティとその他のアイデンティティ (認証されていないアイデンティティ
と、パブリックプロバイダーを使用して認証されたアイデンティティ) の重要な違いは、identityId および
トークンの取得方法にあります。他のアイデンティティについては、モバイルアプリケーションが認証シ
ステムに接続する代わりに Amazon Cognito と直接やり取りします。そのため、モバイルアプリケーショ
ンは、アプリユーザーが行った選択に基づいて、2 つの明確の流れをサポートできる必要があります。そ
のためには、カスタム ID プロバイダーにいくつか変更を加える必要があります。

refresh メソッドでは、ログインマップを確認し、マップが空でなく開発者プロバイダー名を含むキーが
ある場合は、バックエンドを呼び出します。それ以外の場合は、getIdentityId メソッドを呼び出し、null を
返します。

public String refresh() { 

   setToken(null); 

   // If the logins map is not empty make a call to your backend 
   // to get the token and identityId 
   if (getProviderName() != null && 
      !this.loginsMap.isEmpty() && 
      this.loginsMap.containsKey(getProviderName())) { 

      /** 
       * This is where you would call your backend 
       **/ 

      // now set the returned identity id and token in the provider 
      update(identityId, token); 
      return token; 

   } else { 
      // Call getIdentityId method and return null 
      this.getIdentityId(); 
      return null; 
   }
}

同様に、getIdentityId メソッドにも、ログインマップの内容に応じて 2 つのフローがあります。

public String getIdentityId() { 

   // Load the identityId from the cache 
   identityId = cachedIdentityId; 

   if (identityId == null) { 

      // If the logins map is not empty make a call to your backend 
      // to get the token and identityId 

      if (getProviderName() != null && !this.loginsMap.isEmpty() 
         && this.loginsMap.containsKey(getProviderName())) { 
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         /** 
           * This is where you would call your backend 
          **/ 

         // now set the returned identity id and token in the provider 
         update(identityId, token); 
         return token; 

      } else { 
         // Otherwise call &COG; using getIdentityId of super class 
         return super.getIdentityId(); 
      } 

   } else { 
      return identityId; 
   }

}

iOS - Objective-C
アプリケーションでは、デベロッパーが認証したアイデンティティとともに、パブリックプロバイダー 
(Login with Amazon、「Apple でサインイン」、Facebook、または Google) を使用した、認証されて
いない ID または認証されたアイデンティティのサポートが必要になる場合があります。これを行うに
は、AWSCognitoCredentialsProviderHelperlogins メソッドをオーバーライドし、現在の ID プロバイ
ダーに基づいて正しいログインマップを返せるようにします。この例では、非認証、Facebook 認証、デ
ベロッパー認証を切り替える方法を示しています。

- (AWSTask<NSDictionary<NSString *, NSString *> *> *)logins { 
    if(/*logic to determine if user is unauthenticated*/) { 
        return [AWSTask taskWithResult:nil]; 
    }else if (/*logic to determine if user is Facebook*/){ 
        return [AWSTask taskWithResult: @{ AWSIdentityProviderFacebook : [FBSDKAccessToken 
 currentAccessToken] }]; 
    }else { 
        return [super logins]; 
    }
}

非認証から認証に移行するときは、[credentialsProvider clearCredentials]; を呼び出して、
認証された新しい認証情報の取得を SDK に強制します。2 つの認証されたプロバイダーを切り替え、2 つ
のプロバイダーへのリンクを試みない (ログインディクショナリで複数のプロバイダー用のトークンを提
供していない) 場合は、[credentialsProvider clearKeychain]; を呼び出します。これにより、認
証情報とアイデンティティの両方がクリアされ、SDK は新しい認証を取得します。

iOS - Swift
アプリケーションでは、デベロッパーが認証したアイデンティティとともに、パブリックプロバイダー 
(Login with Amazon、「Apple でサインイン」、Facebook、または Google) を使用した、認証されてい
ないアイデンティティまたは認証されたアイデンティティのサポートが必要になる場合があります。これ
を行うには、AWSCognitoCredentialsProviderHelperlogins メソッドをオーバーライドし、現在の ID プ
ロバイダーに基づいて正しいログインマップを返せるようにします。この例では、非認証、Facebook 認
証、デベロッパー認証を切り替える方法を示しています。

override func logins () -> AWSTask<NSDictionary> { 
    if(/*logic to determine if user is unauthenticated*/) { 
        return AWSTask(result:nil) 
    }else if (/*logic to determine if user is Facebook*/){ 
        if let token = AccessToken.current?.authenticationToken { 
            return AWSTask(result: [AWSIdentityProviderFacebook:token]) 
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        } 
        return AWSTask(error:NSError(domain: "Facebook Login", code: -1 , userInfo: 
 ["Facebook" : "No current Facebook access token"])) 
    }else { 
        return super.logins() 
    }
}

非認証から認証に移行するときは、credentialsProvider.clearCredentials() を呼び出して、認
証された新しい認証情報の取得を SDK に強制します。2 つの認証されたプロバイダーを切り替え、2 つの
プロバイダーへのリンクを試みない (ログインディクショナリで複数のプロバイダー用のトークンを提供
していない) 場合は、credentialsProvider.clearKeychain() を呼び出します。これにより、認証
情報とアイデンティティの両方がクリアされ、SDK は新しい認証を取得します。

Unity
アプリケーションでは、デベロッパーが認証したアイデンティティとともに、パブリックプロバイダー 
(Login with Amazon、「Apple でサインイン」、Facebook、または Google) を使用した、認証されてい
ないアイデンティティまたは認証されたアイデンティティのサポートが必要になる場合があります。デベ
ロッパーが認証したアイデンティティとその他のアイデンティティ (認証されていないアイデンティティ
と、パブリックプロバイダーを使用して認証されたアイデンティティ) の重要な違いは、identityId および
トークンの取得方法にあります。他のアイデンティティについては、モバイルアプリケーションが認証シ
ステムに接続する代わりに Amazon Cognito と直接やり取りします。そのため、モバイルアプリケーショ
ンは、アプリユーザーが行った選択に基づいて、2 つの明確の流れをサポートできる必要があります。そ
のためには、カスタム ID プロバイダーにいくつか変更を加える必要があります。

Unity でこれを行うための推奨の方法は、AbstractCognitoIdentityProvider の代わりに 
AmazonCognitoEnhancedIdentityProvide から ID プロバイダーを拡張し、独自のメソッドの代わりに親 
RefreshAsync メソッドを呼び出すことです (ユーザーが独自のバックエンドで認証されない場合)。ユー
ザーが認証されている場合、前に説明したのと同じ流れを使用できます。

Xamarin
アプリケーションでは、デベロッパーが認証したアイデンティティとともに、パブリックプロバイダー 
(Login with Amazon、「Apple でサインイン」、Facebook、または Google) を使用した、認証されてい
ないアイデンティティまたは認証されたアイデンティティのサポートが必要になる場合があります。デベ
ロッパーが認証したアイデンティティとその他のアイデンティティ (認証されていないアイデンティティ
と、パブリックプロバイダーを使用して認証されたアイデンティティ) の重要な違いは、identityId および
トークンの取得方法にあります。他のアイデンティティについては、モバイルアプリケーションが認証シ
ステムに接続する代わりに Amazon Cognito と直接やり取りします。そのため、モバイルアプリケーショ
ンは、アプリユーザーが行った選択に基づいて、2 つの明確の流れをサポートできる必要があります。そ
のためには、カスタム ID プロバイダーにいくつか変更を加える必要があります。

認証されていないユーザーから認証されたユーザー 
(ID プール) への切り替え

Amazon Cognito ID プールは、認証されたユーザーと認証されていないユーザーの両方をサポートしま
す。認証されていないユーザーは、ID プロバイダー (IdP) を使用してログインしていない場合でも、AWS 
リソースへのアクセス権を受け取ります。このレベルのアクセスは、ユーザーがログインする前にユー
ザーにコンテンツを表示する場合に便利です。認証されていない各ユーザーは、個別にログインして認証
していない場合でも、ID プールに一意の ID があります。

このセクションでは、ユーザーがログインに使用する ID を、認証されていない ID から認証された ID に
切り替える方法について説明します。
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Android
ユーザーは、認証されていないゲストとしてアプリケーションにログインできます。最終的に、ユー
ザーはサポートされている IdP のいずれかを使用してログインすることを決定する可能性がありま
す。Amazon Cognito は、古いアイデンティティが新しいアイデンティティと同じ識別子を維持し、プロ
ファイルデータが自動的にマージされることを確実にします。

アプリケーションに、プロファイルの結合が IdentityChangedListener インターフェイスを通じて通
知されます。インターフェイスで identityChanged メソッドを実装して、これらのメッセージを受け取
ります。

@override
public void identityChanged(String oldIdentityId, String newIdentityId) { 
    // handle the change
}

iOS - Objective-C
ユーザーは、認証されていないゲストとしてアプリケーションにログインできます。最終的に、ユー
ザーはサポートされている IdP のいずれかを使用してログインすることを決定する可能性がありま
す。Amazon Cognito は、古いアイデンティティが新しいアイデンティティと同じ識別子を維持し、プロ
ファイルデータが自動的にマージされることを確実にします。

NSNotificationCenter はプロファイルの結合をアプリケーションに通知します。

[[NSNotificationCenter defaultCenter] addObserver:self 
                                      selector:@selector(identityIdDidChange:) 
                                      name:AWSCognitoIdentityIdChangedNotification 
                                      object:nil];

-(void)identityDidChange:(NSNotification*)notification { 
    NSDictionary *userInfo = notification.userInfo; 
    NSLog(@"identity changed from %@ to %@", 
        [userInfo objectForKey:AWSCognitoNotificationPreviousId], 
        [userInfo objectForKey:AWSCognitoNotificationNewId]);
}

iOS - Swift
ユーザーは、認証されていないゲストとしてアプリケーションにログインできます。最終的に、ユー
ザーはサポートされている IdP のいずれかを使用してログインすることを決定する可能性がありま
す。Amazon Cognito は、古いアイデンティティが新しいアイデンティティと同じ識別子を維持し、プロ
ファイルデータが自動的にマージされることを確実にします。

NSNotificationCenter はプロファイルの結合をアプリケーションに通知します。

[NSNotificationCenter.defaultCenter().addObserver(observer: self 
   selector:"identityDidChange" 
   name:AWSCognitoIdentityIdChangedNotification 
   object:nil)

func identityDidChange(notification: NSNotification!) { 
  if let userInfo = notification.userInfo as? [String: AnyObject] { 
    print("identity changed from: \(userInfo[AWSCognitoNotificationPreviousId]) 
    to: \(userInfo[AWSCognitoNotificationNewId])") 
  }
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}

JavaScript
認証されていないユーザーとしての開始
通常、ユーザーは認証されていないロールから開始します。このロールでは、Logins プロパティを使用し
ないで設定オブジェクトの認証情報プロパティを設定します。この場合、デフォルト設定は次のようにな
ります。

// set the default config object
var creds = new AWS.CognitoIdentityCredentials({ 
    IdentityPoolId: 'us-east-1:1699ebc0-7900-4099-b910-2df94f52a030'
});
AWS.config.credentials = creds;

認証されたユーザーへの切り替え
認証されていないユーザーが IdP にログインしたときに、トークンがあれば、カスタム関数を呼び出して
認証情報オブジェクトを更新し Logins トークンを追加することで、認証されていないユーザーを認証され
たユーザーに切り替えることができます。

// Called when an identity provider has a token for a logged in user
function userLoggedIn(providerName, token) { 
    creds.params.Logins = creds.params.Logins || {}; 
    creds.params.Logins[providerName] = token; 

    // Expire credentials to refresh them on the next request 
    creds.expired = true;
}

また、CognitoIdentityCredentials オブジェクトを作成することもできます。作成する場合は、既
存のサービスオブジェクトの認証情報プロパティをリセットして、更新された認証情報の設定内容を反映
する必要があります。「グローバル設定オブジェクトの使用」を参照してください。

CognitoIdentityCredentials オブジェクトの詳細については、AWS SDK for JavaScript API リファ
レンスの「AWS.CognitoIdentityCredentials」を参照してください。

Unity
ユーザーは、認証されていないゲストとしてアプリケーションにログインできます。最終的に、ユー
ザーはサポートされている IdP のいずれかを使用してログインすることを決定する可能性がありま
す。Amazon Cognito は、古いアイデンティティが新しいアイデンティティと同じ識別子を維持し、プロ
ファイルデータが自動的にマージされることを確実にします。

プロファイルの結合の通知を受け取るには、IdentityChangedEvent にサブスクライブできます。

credentialsProvider.IdentityChangedEvent += delegate(object sender, 
 CognitoAWSCredentials.IdentityChangedArgs e)
{ 
    // handle the change 
    Debug.log("Identity changed from " + e.OldIdentityId + " to " + e.NewIdentityId);
};
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Xamarin
ユーザーは、認証されていないゲストとしてアプリケーションにログインできます。最終的に、ユー
ザーはサポートされている IdP のいずれかを使用してログインすることを決定する可能性がありま
す。Amazon Cognito は、古い ID の一意の識別子を新しい ID に継承して、プロファイルデータが自動的
に結合されるようにします。

credentialsProvider.IdentityChangedEvent += delegate(object sender, 
 CognitoAWSCredentials.IdentityChangedArgs e){ 
    // handle the change 
    Console.WriteLine("Identity changed from " + e.OldIdentityId + " to " + 
 e.NewIdentityId);
};
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Amazon Cognito Sync
Amazon Cognito Sync を初めて使用する場合は、AWS AppSync を使用してください。Amazon 
Cognito Sync と同様に、AWS AppSync はデバイス間でアプリケーションデータを同期化するた
めのサービスです。
このサービスは、アプリの設定やゲームステートといったユーザーデータの同期化を可能にしま
す。また、複数のユーザーが同期し、共有されたデータでリアルタイムにコラボレートできるよ
うにすることで、これらの機能を拡張します。

Amazon Cognito Sync は、アプリケーションに関連するユーザーデータをデバイス間で同期を可能にする 
AWS のサービス およびクライアントライブラリです。Amazon Cognito Sync は、独自のバックエンドを
使用せずに、モバイルデバイスとウェブ間でユーザープロファイルデータを同期できます。クライアント
ライブラリはローカルにデータをキャッシュするため、アプリはデバイスの接続状態にかかわらず、デー
タを読み書きすることができます。デバイスがオンラインになると、データを同期できます。プッシュ同
期を設定すると、更新が利用できることが他のデバイスにすぐに通知されます。

Amazon Cognito ID を使用できるリージョンの詳細については、「AWS リージョン別のサービス」を参照
してください。

Amazon Cognito Sync の詳細については、以下のトピックを参照してください。

トピック
• Amazon Cognito Sync の使用開始方法 (p. 387)
• データの同期 (p. 388)
• コールバックの処理 (p. 395)
• プッシュ同期 (p. 407)
• Amazon Cognito ストリーム (p. 413)
• Amazon Cognito イベント (p. 415)

Amazon Cognito Sync の使用開始方法
Amazon Cognito Sync を初めて使用する場合は、AWS AppSync を使用してください。Amazon 
Cognito Sync と同様に、AWS AppSync はデバイス間でアプリケーションデータを同期化するた
めのサービスです。
このサービスは、アプリの設定やゲームステートといったユーザーデータの同期化を可能にしま
す。また、複数のユーザーが同期し、共有されたデータでリアルタイムにコラボレートできるよ
うにすることで、これらの機能を拡張します。

AWS のサービスである Amazon Cognito Sync は、アプリケーション関連のユーザーデータのデバイス間
での同期を可能にするクライアントライブラリです。これは、モバイルデバイスとウェブの全体でユー
ザープロファイルデータを同期させるために使用できます。クライアントライブラリはローカルにデータ
をキャッシュするため、アプリはデバイスの接続状態にかかわらず、データを読み書きすることができま
す。デバイスがオンラインのときは、データを同期し、プッシュ同期を設定すると、更新が利用できるこ
とが他のデバイスにすぐに通知されます。

Amazon Cognito で ID プールをセットアップする
Amazon Cognito Sync では、ユーザー ID を提供するための Amazon Cognito ID プールが必要です。最初
に ID プールをセットアップしてから Amazon Cognito Sync を使用する必要があります。ID プールを作
成し、SDKをインストールするには、Amazon Cognito ID プール (フェデレーティッド ID) の使用開始方
法 (p. 311) を参照してください。
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データを保存し、同期する
ID プールを設定して SDK をインストールしたら、デバイス間でデータを保存して同期を開始できます。
詳細については、「データの同期 (p. 388)」を参照してください。

データの同期
Amazon Cognito Sync を初めて使用する場合は、AWS AppSync を使用してください。Amazon 
Cognito Sync と同様に、AWS AppSync はデバイス間でアプリケーションデータを同期化するた
めのサービスです。
このサービスは、アプリの設定やゲームステートといったユーザーデータの同期化を可能にしま
す。また、複数のユーザーが同期し、共有されたデータでリアルタイムにコラボレートできるよ
うにすることで、これらの機能を拡張します。

Amazon Cognito では、キーバリューペアが含まれるデータセットにユーザーデータを保存することがで
きます。Amazon Cognito は、このデータを ID プールの ID と関連付け、アプリがログインやデバイス全
体でアクセスできるようにします。このデータを Amazon Cognito サービスとエンドユーザーのデバイス
間で同期するには、同期メソッドを呼び出します。ｑ 各データセットは、最大 1 MB のサイズにすること
ができます。ID には、最大 20 個のデータセットを関連付けることができます。

Amazon Cognito Sync クライアントは、ID データ用のローカルキャッシュを作成します。アプリは、キー
を読み取るか書き込むときに、このローカルキャッシュとやり取りします。このやり取りにより、オフ
ラインの状態でも、デバイス上で行われたすべての変更がすぐに利用できるようになることが保証され
ます。同期メソッドが呼び出された場合、サービスからの変更はデバイスにプルされ、ローカルの変更は
サービスにプッシュされます。この時点で、他のデバイスが変更を利用して同期できるようになります。

Amazon Cognito Sync クライアントの初期化
Amazon Cognito Sync クライアントを初期化するには、まず認証情報プロバイダーを作成する必要があり
ます。認証情報プロバイダーは、アプリケーションによる AWS リソースへのアクセスを可能にするため
に、一時的な AWS 認証情報を取得します。また、必要なヘッダーファイルをインポートする必要があり
ます。以下のステップを使用して、Amazon Cognito Sync クライアントを初期化します。

Android
1. 「認証情報の取得 (p. 341)」の指示に従って、認証情報プロバイダーを作成します。
2. Amazon Cognito パッケージを以下のようにインポートします: import 

com.amazonaws.mobileconnectors.cognito.*;
3. Amazon Cognito Sync を初期化 以下のように、Android アプリのコンテキスト、ID プールのID、AWS 

リージョン、および初期化された Amazon Cognito の認証情報プロバイダーを渡します。

CognitoSyncManager client = new CognitoSyncManager( 
    getApplicationContext(), 
    Regions.YOUR_REGION, 
    credentialsProvider);

iOS - Objective-C
1. 「認証情報の取得 (p. 341)」の指示に従って、認証情報プロバイダーを作成します。
2. 以下のように、AWSCore および Cognito をインポートし、AWSCognito を初期化します。

#import <AWSiOSSDKv2/AWSCore.h>
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#import <AWSCognitoSync/Cognito.h>

AWSCognito *syncClient = [AWSCognito defaultCognito];

3. CocoaPods を使用している場合は、<AWSiOSSDKv2/AWSCore.h> を AWSCore.h と置き換えてくだ
さい。Amazon Cognito のインポートにも同じ構文に従います。

iOS - Swift
1. 「認証情報の取得 (p. 341)」の指示に従って、認証情報プロバイダーを作成します。
2. 以下のように AWSCognito をインポートし、初期化します。

import AWSCognito
let syncClient = AWSCognito.default()!

JavaScript
1. Amazon Cognito Sync Manager for JavaScript をダウンロードします。
2. プロジェクトに Sync Manager ライブラリを含めます。
3. 「認証情報の取得 (p. 341)」の指示に従って、認証情報プロバイダーを作成します。
4. Sync Manager を以下のように初期化します。

var syncManager = new AWS.CognitoSyncManager();

Unity
1. 「認証情報の取得 (p. 341)」の指示に従って、CognitoAWSCredentials のインスタンスを作成しま

す。
2. CognitoSyncManager のインスタンスを作成します。以下のように、CognitoAwsCredentials オ

ブジェクトと AmazonCognitoSyncConfig を渡し、少なくともリージョン・セットを含めます。

AmazonCognitoSyncConfig clientConfig = new AmazonCognitoSyncConfig { RegionEndpoint = 
 REGION };
CognitoSyncManager syncManager = new CognitoSyncManager(credentials, clientConfig);

Xamarin
1. 「認証情報の取得 (p. 341)」の指示に従って、CognitoAWSCredentials のインスタンスを作成しま

す。
2. CognitoSyncManager のインスタンスを作成します。以下のように、CognitoAwsCredentials オ

ブジェクトと AmazonCognitoSyncConfig を渡し、少なくともリージョン・セットを含めます。

AmazonCognitoSyncConfig clientConfig = new AmazonCognitoSyncConfig { RegionEndpoint = 
 REGION };
CognitoSyncManager syncManager = new CognitoSyncManager(credentials, clientConfig);

データセットについて
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Amazon Cognito は、ユーザーのプロファイルデータをデータセットに編成します。各データセットは
キーバリューペアの形式で、最大 1 MB のデータを含むことができます。データセットは、同期すること
ができる最も細かいエンティティです。データセットで実行される読み取りと書き込みのオペレーション
は、同期メソッドが呼び出されるまでしか、ローカルストアに影響しません。Amazon Cognito は一意の
文字列によってデータセットを識別します。以下のように新しいデータセットを作成するか、既存のデー
タセットを開くことができます。

Android

Dataset dataset = client.openOrCreateDataset("datasetname");

データセットを削除するには、以下のように、最初にそれをローカルストレージから削除するためのメ
ソッドを呼び出し、次に synchronize メソッドを呼び出して Amazon Cognito からそのデータセットを
削除します。

dataset.delete();
dataset.synchronize(syncCallback);

iOS - Objective-C

AWSCognitoDataset *dataset = [syncClient openOrCreateDataset:@"myDataSet"];

データセットを削除するには、以下のように、最初にそれをローカルストレージから削除するためのメ
ソッドを呼び出し、次に synchronize メソッドを呼び出して Amazon Cognito からそのデータセットを
削除します。

[dataset clear];
[dataset synchronize];

iOS - Swift

let dataset = syncClient.openOrCreateDataset("myDataSet")!

データセットを削除するには、最初にそれをローカルストレージから削除するためのメソッドを呼び出
し、次に synchronize メソッドを呼び出して Amazon Cognito からそのデータセットを削除します。

dataset.clear()
dataset.synchronize()

JavaScript

syncManager.openOrCreateDataset('myDatasetName', function(err, dataset) { 
   // ...
});

Unity

string myValue = dataset.Get("myKey");
dataset.Put("myKey", "newValue");
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データセットからキーを削除するには、以下のように Remove を設定します。

dataset.Remove("myKey");

Xamarin

Dataset dataset = syncManager.OpenOrCreateDataset("myDatasetName");

データセットを削除するには、以下のように、最初にそれをローカルストレージから削除するためのメ
ソッドを呼び出し、次に synchronize メソッドを呼び出して Amazon Cognito からそのデータセットを
削除します。

dataset.Delete();
dataset.SynchronizeAsync();

データセットのデータの読み取りと書き込み
Amazon Cognito データセットはディクショナリとして機能し、値はキーでアクセスできます。データ
セットのキーと値は、データセットがディクショナリであるかのように読み取り、追加、または変更でき
ます。

データセットに書き込む値は、同期メソッドを呼び出すまで、データのローカルにキャッシュされたコ
ピーのみに影響することに注意してください。

Android

String value = dataset.get("myKey");
dataset.put("myKey", "my value");

iOS - Objective-C

[dataset setString:@"my value" forKey:@"myKey"];
NSString *value = [dataset stringForKey:@"myKey"];

iOS - Swift

dataset.setString("my value", forKey:"myKey")
let value = dataset.stringForKey("myKey")

JavaScript

dataset.get('myKey', function(err, value) { 
  console.log('myRecord: ' + value);
});

dataset.put('newKey', 'newValue', function(err, record) { 
  console.log(record);
});

dataset.remove('oldKey', function(err, record) { 
  console.log(success);
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});

Unity
string myValue = dataset.Get("myKey");
dataset.Put("myKey", "newValue");

Xamarin

//obtain a value
string myValue = dataset.Get("myKey");

// Create a record in a dataset and synchronize with the server
dataset.OnSyncSuccess += SyncSuccessCallback;
dataset.Put("myKey", "myValue");
dataset.SynchronizeAsync();

void SyncSuccessCallback(object sender, SyncSuccessEventArgs e) { 
  // Your handler code here
}

Android
以下のように、remove メソッドを使用して、データセットからキーを削除できます。

dataset.remove("myKey");

iOS - Objective-C
データセットからキーを削除するには、以下のように removeObjectForKey を設定します。

[dataset removeObjectForKey:@"myKey"];

iOS - Swift
データセットからキーを削除するには、以下のように removeObjectForKey を設定します。

dataset.removeObjectForKey("myKey")

Unity
データセットからキーを削除するには、以下のように Remove を設定します。

dataset.Remove("myKey");

Xamarin
Remove を使用して、データセットからキーを削除できます。

dataset.Remove("myKey");
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同期ストアでのローカルデータの同期

Android
synchronize メソッドは、ローカルキャッシュデータと Amazon Cognito Sync ストアに格納されたデー
タを比較します。リモート変更は Amazon Cognito Sync ストアからプルされ、競合が発生した場合は競合
解決が呼び出されます。そして、デバイス上の更新された値がサービスにプッシュされます。データセッ
トを同期するには、その synchronize メソッドを呼び出します。

dataset.synchronize(syncCallback);

synchronize メソッドは、以下に説明する SyncCallback インターフェイスの実装を受け取ります。

synchronizeOnConnectivity() メソッドは、接続が利用可能な場合に同期を試みます。接続
が直ちに利用可能な場合、synchronizeOnConnectivity() は synchronize() のように動作
します。それ以外の場合、接続の変更をモニタリングし、接続が利用可能になると同期を実行しま
す。synchronizeOnConnectivity() が複数回呼び出された場合、最後の同期リクエストのみが保持さ
れ、最後のコールバックのみが実行されます。データセットまたはコールバックがガーベージコレクショ
ンの対象になった場合、このメソッドは同期を実行せず、コールバックは実行されません。

データセットの同期と、さまざまなコールバックに関する詳細については、「コールバックの処
理 (p. 395)」を参照してください。

iOS - Objective-C
synchronize メソッドは、ローカルキャッシュデータと Amazon Cognito Sync ストアに格納されたデー
タを比較します。リモート変更は Amazon Cognito Sync ストアからプルされ、競合が発生した場合は競合
解決が呼び出されます。そして、デバイス上の更新された値がサービスにプッシュされます。データセッ
トを同期するには、その synchronize メソッドを呼び出します。

synchronize メソッドは非同期で、応答を処理するために AWSTask オブジェクトを返します。

[[dataset synchronize] continueWithBlock:^id(AWSTask *task) { 
    if (task.isCancelled) { 
        // Task cancelled. 
    } else if (task.error) { 
        // Error while executing task. 
    } else { 
        // Task succeeded. The data was saved in the sync store. 
    } 
    return nil;
}];

synchronizeOnConnectivity メソッドは、デバイスが接続されているときに同期を試みます。最
初に、synchronizeOnConnectivity は接続を確認し、デバイスがオンラインである場合、すぐに 
synchronize を呼び出して、試行に関連付けられた AWSTask オブジェクトを返します。

デバイスがオフラインの場合、synchronizeOnConnectivity は、1) 次回にデバイスがオンラインに
なったときに同期をスケジュールし、2) 結果が nil の AWSTask を返します。スケジュールされた同期が有
効なのは、データセットオブジェクトのライフサイクルの間のみです。接続が回復する前にアプリが終了
された場合、データは同期されません。予定された同期中にイベントが発生した場合に通知を受けるよう
にする場合は、AWSCognito で見つかった通知のオブザーバーを追加する必要があります。

データセットの同期と、さまざまなコールバックに関する詳細については、「コールバックの処
理 (p. 395)」を参照してください。
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iOS - Swift
synchronize メソッドは、ローカルキャッシュデータと Amazon Cognito Sync ストアに格納されたデー
タを比較します。リモート変更は Amazon Cognito Sync ストアからプルされ、競合が発生した場合は競合
解決が呼び出されます。そして、デバイス上の更新された値がサービスにプッシュされます。データセッ
トを同期するには、その synchronize メソッドを呼び出します。

synchronize メソッドは非同期で、応答を処理するために AWSTask オブジェクトを返します。

dataset.synchronize().continueWith(block: { (task) -> AnyObject? in 

            if task.isCancelled { 
                // Task cancelled. 
            } else if task.error != nil { 
                // Error while executing task 
            } else { 
                // Task succeeded. The data was saved in the sync store. 
            } 
            return task
})

synchronizeOnConnectivity メソッドは、デバイスが接続されているときに同期を試みます。最
初に、synchronizeOnConnectivity は接続を確認し、デバイスがオンラインである場合、すぐに
synchronize を呼び出して、試行に関連付けられた AWSTask オブジェクトを返します。

デバイスがオフラインの場合、synchronizeOnConnectivity は、1) 次回にデバイスがオンラインに
なったときに同期をスケジュールし、2) 結果が nil の AWSTask オブジェクトを返します。スケジュールさ
れた同期が有効なのは、データセットオブジェクトのライフサイクルの間のみです。接続が回復する前に
アプリが終了された場合、データは同期されません。予定された同期中にイベントが発生した場合に通知
を受けるようにする場合は、AWSCognito で見つかった通知のオブザーバーを追加する必要があります。

データセットの同期と、さまざまなコールバックに関する詳細については、「コールバックの処
理 (p. 395)」を参照してください。

JavaScript
synchronize メソッドは、ローカルキャッシュデータと Amazon Cognito Sync ストアに格納されたデー
タを比較します。リモート変更は Amazon Cognito Sync ストアからプルされ、競合が発生した場合は競合
解決が呼び出されます。そして、デバイス上の更新された値がサービスにプッシュされます。データセッ
トを同期するには、その synchronize メソッドを呼び出します。

dataset.synchronize();

データセットの同期と、さまざまなコールバックに関する詳細については、「コールバックの処
理 (p. 395)」を参照してください。

Unity
同期メソッドは、ローカルキャッシュデータと Amazon Cognito Sync ストアに格納されたデータを比較し
ます。リモート変更は Amazon Cognito Sync ストアからプルされ、競合が発生した場合は競合解決が呼び
出されます。そして、デバイス上の更新された値がサービスにプッシュされます。データセットを同期す
るには、その synchronize メソッドを呼び出します。

dataset.Synchronize();

同期は非同期で実行され、データセット内で指定できる複数のコールバックの 1 つを呼び出します。
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データセットの同期と、さまざまなコールバックに関する詳細については、「コールバックの処
理 (p. 395)」を参照してください。

Xamarin
synchronize メソッドは、ローカルキャッシュデータと Amazon Cognito Sync ストアに格納されたデー
タを比較します。リモート変更は Amazon Cognito Sync ストアからプルされ、競合が発生した場合は競合
解決が呼び出されます。そして、デバイス上の更新された値がサービスにプッシュされます。データセッ
トを同期するには、その synchronize メソッドを呼び出します。

dataset.SynchronizeAsync();

データセットの同期と、さまざまなコールバックに関する詳細については、「コールバックの処
理 (p. 395)」を参照してください。

コールバックの処理
Amazon Cognito Sync を初めて使用する場合は、AWS AppSync を使用してください。Amazon 
Cognito Sync と同様に、AWS AppSync はデバイス間でアプリケーションデータを同期化するた
めのサービスです。
このサービスは、アプリの設定やゲームステートといったユーザーデータの同期化を可能にしま
す。また、複数のユーザーが同期し、共有されたデータでリアルタイムにコラボレートできるよ
うにすることで、これらの機能を拡張します。

このセクションでは、コールバックを処理する方法について説明します。

Android
SyncCallback インターフェイス

SyncCallback インターフェイスを実装することで、データセットの同期に関するアプリの通知を受け取
ることができます。これによりアプリは、ローカルデータの削除、認証されていないプロファイルや認証
されたプロファイルの結合、同期の競合の解決に関するアクティブな決定ができます。インターフェイス
で必要となる次のメソッドを実装する必要があります。

• onSuccess()
• onFailure()
• onConflict()
• onDatasetDeleted()
• onDatasetsMerged()

すべてのコールバックを指定しない場合は、すべてのコールバックに対して空のデフォルト実装を提供す
る、DefaultSyncCallback クラスを使用することもできます。

onSuccess

onSuccess() コールバックは、同期ストアから正常にデータセットをダウンロードしたときにトリガー
されます。

@Override
public void onSuccess(Dataset dataset, List<Record> newRecords) {
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}

onFailure

onFailure() は、同期中に例外が発生した場合に呼び出されます。

@Override
public void onFailure(DataStorageException dse) {
}

onConflict

ローカルストアと同期ストアで同じキーが変更された場合に、競合が発生する可能性がありま
す。onConflict() メソッドは、競合の解決を処理します。このメソッドを実装しない場合、Amazon 
Cognito Sync クライアントはデフォルトで最新の変更を使用します。

@Override
public boolean onConflict(Dataset dataset, final List<SyncConflict> conflicts) { 
    List<Record> resolvedRecords = new ArrayList<Record>(); 
    for (SyncConflict conflict : conflicts) { 
        /* resolved by taking remote records */ 
        resolvedRecords.add(conflict.resolveWithRemoteRecord()); 

        /* alternately take the local records */ 
        // resolvedRecords.add(conflict.resolveWithLocalRecord()); 

        /* or customer logic, say concatenate strings */ 
        // String newValue = conflict.getRemoteRecord().getValue() 
        //     + conflict.getLocalRecord().getValue(); 
        // resolvedRecords.add(conflict.resolveWithValue(newValue); 
    } 
    dataset.resolve(resolvedRecords); 

    // return true so that synchronize() is retried after conflicts are resolved 
    return true;
}

onDatasetDeleted

データセットが削除されると、Amazon Cognito クライアントは SyncCallback インターフェイ
スを使用して、データセットのローカルキャッシュコピーも削除されるべきかどうかを確認しま
す。onDatasetDeleted() メソッドを実装して、クライアント SDK にローカルデータの処理方法を指
定します。

@Override
public boolean onDatasetDeleted(Dataset dataset, String datasetName) { 
    // return true to delete the local copy of the dataset 
    return true;
}

onDatasetMerged

以前に接続されていない 2 つの ID がリンクされ、すべてのデータセットが結合されます。アプリケー
ションは、onDatasetsMerged() メソッドを通じて結合について通知されます。

@Override
public boolean onDatasetsMerged(Dataset dataset, List<String> datasetNames) { 
    // return false to handle Dataset merge outside the synchronization callback 
    return false;
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}

iOS - Objective-C
同期の通知

Amazon Cognito クライアントは、同期コール中に多数の NSNotification イベントを生成します。標
準の NSNotificationCenter を通じて、これらの通知をモニタリングするよう登録できます。

[NSNotificationCenter defaultCenter] 
  addObserver:self 
  selector:@selector(myNotificationHandler:) 
  name:NOTIFICATION_TYPE 
  object:nil];

Amazon Cognito は、以下にリストされている 5 つの通知タイプをサポートします。

AWSCognitoDidStartSynchronizeNotification

同期操作の開始中に呼び出されます。userInfo は、同期されているデータセットの名前であるキーデー
タセットを含みます。

AWSCognitoDidEndSynchronizeNotification

同期操作が完了した (正常またはその反対) ときに呼び出されます。userInfo は、同期されているデータ
セットの名前であるキーデータセットを含みます。

AWSCognitoDidFailToSynchronizeNotification

同期操作が失敗すると呼び出されます。userInfo は、同期されているデータセットの名前であるキー
データセットと、失敗の原因となったエラーを含むキーエラーを含みます。

AWSCognitoDidChangeRemoteValueNotification

ローカル変更が Amazon Cognito に正常にプッシュされたときに呼び出されます。userInfo は、同期さ
れているデータセットの名前であるキーデータセットと、プッシュされたレコードキーの NSArray を含む
キーを含みます。

AWSCognitoDidChangeLocalValueFromRemoteNotification

ローカルの値が同期操作が原因で変更されたときに呼び出されます。userInfo は、同期されているデー
タセットの名前であるキーデータセットと、変更されたレコードキーの NSArray を含むキーを含みます。

競合解決ハンドラ

同期操作中に、ローカルストアと同期ストアで同じキーが変更された場合、競合が発生する可能性があり
ます。競合解決ハンドラを設定していない場合、Amazon Cognito はデフォルトで最新の更新を選択しま
す。

AWSCognitoRecordConflictHandler を実装して割り当てることで、デフォルトの競合解決は変更できま
す。AWSCognitoConflict 入力パラメータには、ローカルにキャッシュされたデータと、同期ストアの
競合するレコードの両方の AWSCognitoRecord オブジェクトが含まれています。AWSCognitoConflict 
を使用すると、ローカルレコード [conflict resolveWithLocalRecord]、リモートレコード [conflict 
resolveWithRemoteRecord]、またはまったく新しい値 [conflict resolveWithValue:value] との競合を解決で
きます。このメソッドから nil が返されると、同期は続行できなくなり、次回に同期処理が開始されると、
競合が再び発生します。

クライアントレベルで競合解決ハンドラを設定できます。
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client.conflictHandler = ^AWSCognitoResolvedConflict* (NSString *datasetName, 
 AWSCognitoConflict *conflict) { 
    // always choose local changes 
    return [conflict resolveWithLocalRecord];
};

または、データセットレベルで設定できます。

dataset.conflictHandler = ^AWSCognitoResolvedConflict* (NSString *datasetName, 
 AWSCognitoConflict *conflict) { 
    // override and always choose remote changes 
    return [conflict resolveWithRemoteRecord];
};

データセットが削除されたハンドラ

データセットが削除されると、Amazon Cognito クライアントは AWSCognitoDatasetDeletedHandler
を使用して、データセットのローカルキャッシュコピーも削除されるべきかどうかを確認しま
す。AWSCognitoDatasetDeletedHandler が実装されていない場合、ローカルデータは自動的に
消去されます。消去する前にローカルデータのコピーを維持するか、ローカルデータを維持する場合
は、AWSCognitoDatasetDeletedHandler を実装します。

クライアントレベルでデータセットが削除されたハンドラを設定することができます。

client.datasetDeletedHandler = ^BOOL (NSString *datasetName) { 
    // make a backup of the data if you choose 
    ... 
    // delete the local data (default behavior) 
    return YES;
};

または、データセットレベルで設定できます。

dataset.datasetDeletedHandler = ^BOOL (NSString *datasetName) { 
    // override default and keep the local data 
    return NO;
};

データセットの結合ハンドラ

以前に接続されていない 2 つの ID がリンクされ、すべてのデータセットが結合されます。アプリケー
ションは、DatasetMergeHandler メソッドを通じて結合について通知されます。ハンドラは、ルート
データセットの名前と、ルートデータセットの結合としてマーキングされているデータセット名の配列を
受け取ります。

DatasetMergeHandler が実装されていない場合、これらのデータセットは無視されますが、ID の最大 
20 個の合計データセットで引き続き領域を占有します。

クライアントレベルでデータセット結合ハンドラをセットアップすることもできます。

client.datasetMergedHandler = ^(NSString *datasetName, NSArray *datasets) { 
    // Blindly delete the datasets 
    for (NSString *name in datasets) { 
        AWSCognitoDataset *merged = [[AWSCognito defaultCognito] openOrCreateDataset:name]; 
       [merged clear]; 
       [merged synchronize]; 
    }
};
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または、データセットレベルで設定できます。

dataset.datasetMergedHandler = ^(NSString *datasetName, NSArray *datasets) { 
    // Blindly delete the datasets 
    for (NSString *name in datasets) { 
        AWSCognitoDataset *merged = [[AWSCognito defaultCognito] openOrCreateDataset:name]; 
        // do something with the data if it differs from existing dataset 
        ... 
        // now delete it 
        [merged clear]; 
        [merged synchronize]; 
    }
};

iOS - Swift
同期の通知

Amazon Cognito クライアントは、同期コール中に多数の NSNotification イベントを生成します。標
準の NSNotificationCenter を通じて、これらの通知をモニタリングするよう登録できます。

NSNotificationCenter.defaultCenter().addObserver(observer: self, 
   selector: "myNotificationHandler", 
   name:NOTIFICATION_TYPE, 
   object:nil)

Amazon Cognito は、以下にリストされている 5 つの通知タイプをサポートします。

AWSCognitoDidStartSynchronizeNotification

同期操作の開始中に呼び出されます。userInfo は、同期されているデータセットの名前であるキーデー
タセットを含みます。

AWSCognitoDidEndSynchronizeNotification

同期操作が完了した (正常またはその反対) ときに呼び出されます。userInfo は、同期されているデータ
セットの名前であるキーデータセットを含みます。

AWSCognitoDidFailToSynchronizeNotification

同期操作が失敗すると呼び出されます。userInfo は、同期されているデータセットの名前であるキー
データセットと、失敗の原因となったエラーを含むキーエラーを含みます。

AWSCognitoDidChangeRemoteValueNotification

ローカル変更が Amazon Cognito に正常にプッシュされたときに呼び出されます。userInfo は、同期さ
れているデータセットの名前であるキーデータセットと、プッシュされたレコードキーの NSArray を含む
キーを含みます。

AWSCognitoDidChangeLocalValueFromRemoteNotification

ローカルの値が同期操作が原因で変更されたときに呼び出されます。userInfo は、同期されているデー
タセットの名前であるキーデータセットと、変更されたレコードキーの NSArray を含むキーを含みます。

競合解決ハンドラ

同期操作中に、ローカルストアと同期ストアで同じキーが変更された場合、競合が発生する可能性があり
ます。競合解決ハンドラを設定していない場合、Amazon Cognito はデフォルトで最新の更新を選択しま
す。
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AWSCognitoRecordConflictHandler を実装して割り当てることで、デフォルトの競合解決は
変更できます。AWSCognitoConflict 入力パラメータには、ローカルにキャッシュされたデータ
と、同期ストアの競合するレコードの両方の AWSCognitoRecord オブジェクトが含まれていま
す。AWSCognitoConflict を使用すると、ローカルレコード [conflict resolveWithLocalRecord]、
リモートレコード [conflict resolveWithRemoteRecord]、またはまったく新しい値 [conflict 
resolveWithValue:value] との競合を解決できます。このメソッドから nil が返されると、同期は続行できな
くなり、次回に同期処理が開始されると、競合が再び発生します。

クライアントレベルで競合解決ハンドラを設定できます。

client.conflictHandler = { 
    (datasetName: String?, conflict: AWSCognitoConflict?) -> AWSCognitoResolvedConflict? in 
    return conflict.resolveWithLocalRecord()
}

または、データセットレベルで設定できます。

dataset.conflictHandler = { 
    (datasetName: String?, conflict: AWSCognitoConflict?) -> AWSCognitoResolvedConflict? in 
    return conflict.resolveWithLocalRecord()
}

データセットが削除されたハンドラ

データセットが削除されると、Amazon Cognito クライアントは AWSCognitoDatasetDeletedHandler
を使用して、データセットのローカルキャッシュコピーも削除されるべきかどうかを確認しま
す。AWSCognitoDatasetDeletedHandler が実装されていない場合、ローカルデータは自動的に
消去されます。消去する前にローカルデータのコピーを維持するか、ローカルデータを維持する場合
は、AWSCognitoDatasetDeletedHandler を実装します。

クライアントレベルでデータセットが削除されたハンドラを設定することができます。

client.datasetDeletedHandler = { 
      (datasetName: String!) -> Bool in 
      // make a backup of the data if you choose 
      ... 
      // delete the local data (default behaviour) 
      return true
}

または、データセットレベルで設定できます。

dataset.datasetDeletedHandler = { 
      (datasetName: String!) -> Bool in 
      // make a backup of the data if you choose 
      ... 
      // delete the local data (default behaviour) 
      return true
}

データセットの結合ハンドラ

以前に接続されていない 2 つの ID がリンクされ、すべてのデータセットが結合されます。アプリケー
ションは、DatasetMergeHandler メソッドを通じて結合について通知されます。ハンドラは、ルート
データセットの名前と、ルートデータセットの結合としてマーキングされているデータセット名の配列を
受け取ります。

DatasetMergeHandler が実装されていない場合、これらのデータセットは無視されますが、ID の最大 
20 個の合計データセットで引き続き領域を占有します。
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クライアントレベルでデータセット結合ハンドラをセットアップすることもできます。

client.datasetMergedHandler = { 
    (datasetName: String!, datasets: [AnyObject]!) -> Void in 
    for nameObject in datasets { 
        if let name = nameObject as? String { 
            let merged = AWSCognito.defaultCognito().openOrCreateDataset(name) 
            merged.clear() 
            merged.synchronize() 
        } 
    }
}

または、データセットレベルで設定できます。

dataset.datasetMergedHandler = { 
    (datasetName: String!, datasets: [AnyObject]!) -> Void in 
    for nameObject in datasets { 
        if let name = nameObject as? String { 
            let merged = AWSCognito.defaultCognito().openOrCreateDataset(name) 
            // do something with the data if it differs from existing dataset 
              ... 
              // now delete it 
            merged.clear() 
            merged.synchronize() 
        } 
    }
}

JavaScript
同期のコールバック

データセットで synchronize() を実行するときに、オプションで次の各状態を処理するコールバックを指定
できます。

dataset.synchronize({ 

   onSuccess: function(dataset, newRecords) { 
      //... 
   }, 

   onFailure: function(err) { 
      //... 
   }, 

   onConflict: function(dataset, conflicts, callback) { 
      //... 
   }, 

   onDatasetDeleted: function(dataset, datasetName, callback) { 
      //... 
   }, 

  onDatasetMerged: function(dataset, datasetNames, callback) { 
      //... 
  }

});

onSuccess()
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onSuccess() コールバックは、同期ストアから正常にデータセットを更新したときにトリガーされま
す。コールバックを定義しない場合、同期はユーザーの操作なしに成功します。

onSuccess: function(dataset, newRecords) { 
   console.log('Successfully synchronized ' + newRecords.length + ' new records.');
}

onFailure()

onFailure()は、同期中に例外が発生した場合に呼び出されます。コールバックを定義しない場合、同期
はユーザーの操作なしに失敗します。

onFailure: function(err) { 
   console.log('Synchronization failed.'); 
   console.log(err);
}

onConflict()

ローカルストアと同期ストアで同じキーが変更された場合に、競合が発生する可能性がありま
す。onConflict() メソッドは、競合の解決を処理します。このメソッドを実行しない場合、競合がある
と同期は破棄されます。

onConflict: function(dataset, conflicts, callback) { 

   var resolved = []; 

   for (var i=0; i<conflicts.length; i++) { 

      // Take remote version. 
      resolved.push(conflicts[i].resolveWithRemoteRecord()); 

      // Or... take local version. 
      // resolved.push(conflicts[i].resolveWithLocalRecord()); 

      // Or... use custom logic. 
      // var newValue = conflicts[i].getRemoteRecord().getValue() + 
 conflicts[i].getLocalRecord().getValue(); 
      // resolved.push(conflicts[i].resovleWithValue(newValue); 

   } 

   dataset.resolve(resolved, function() { 
      return callback(true); 
   }); 

   // Or... callback false to stop the synchronization process. 
   // return callback(false);

}

onDatasetDeleted()

データセットが削除されると、Amazon Cognito クライアントは onDatasetDeleted() コールバックを
使用して、データセットのローカルキャッシュコピーも削除されるべきかどうかを確認します。デフォル
トでは、データセットは削除されません。

onDatasetDeleted: function(dataset, datasetName, callback) { 

   // Return true to delete the local copy of the dataset. 
   // Return false to handle deleted datasets outside the synchronization callback. 
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   return callback(true);

}

onDatasetMerged()

以前に接続されていない 2 つの ID がリンクされ、すべてのデータセットが結合されます。アプリケー
ションは、onDatasetsMerged() コールバックを通じて結合について通知されます。

onDatasetMerged: function(dataset, datasetNames, callback) { 

   // Return true to continue the synchronization process. 
   // Return false to handle dataset merges outside the synchronization callback. 

   return callback(false);

}

Unity
データセットを開くか作成した後は、別のコールバックを設定できます。これは、Synchronize メソッド
を使用したときにトリガーされます。この方法により、コールバックを登録することができます。

dataset.OnSyncSuccess += this.HandleSyncSuccess;
dataset.OnSyncFailure += this.HandleSyncFailure;
dataset.OnSyncConflict = this.HandleSyncConflict;
dataset.OnDatasetMerged = this.HandleDatasetMerged;
dataset.OnDatasetDeleted = this.HandleDatasetDeleted;

SyncSuccess と SyncFailure は、+= を = の代わりに使用し、複数のコールバックをサブスクライブ
できるようにします。

OnSyncSuccess

OnSyncSuccess コールバックは、クラウドから正常にデータセットを更新したときにトリガーされま
す。コールバックを定義しない場合、同期はユーザーの操作なしに成功します。

private void HandleSyncSuccess(object sender, SyncSuccessEvent e)
{ 
    // Continue with your game flow, display the loaded data, etc.
}

OnSyncFailure

OnSyncFailureは、同期中に例外が発生した場合に呼び出されます。コールバックを定義しない場合、
同期はユーザーの操作なしに失敗します。

private void HandleSyncFailure(object sender, SyncFailureEvent e)
{ 
    Dataset dataset = sender as Dataset; 
    if (dataset.Metadata != null) { 
        Debug.Log("Sync failed for dataset : " + dataset.Metadata.DatasetName); 
    } else { 
        Debug.Log("Sync failed"); 
    } 
    // Handle the error 
    Debug.LogException(e.Exception);
}
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OnSyncConflict

ローカルストアと同期ストアで同じキーが変更された場合に、競合が発生する可能性がありま
す。OnSyncConflict コールバックは競合の解決を処理します。このメソッドを実行しない場合、競合
があると同期は破棄されます。

private bool HandleSyncConflict(Dataset dataset, List < SyncConflict > conflicts)
{ 
  if (dataset.Metadata != null) { 
    Debug.LogWarning("Sync conflict " + dataset.Metadata.DatasetName); 
  } else { 
    Debug.LogWarning("Sync conflict"); 
  } 
  List < Amazon.CognitoSync.SyncManager.Record > resolvedRecords = new List < 
 Amazon.CognitoSync.SyncManager.Record > (); 
  foreach(SyncConflict conflictRecord in conflicts) { 
    // SyncManager provides the following default conflict resolution methods: 
    //      ResolveWithRemoteRecord - overwrites the local with remote records 
    //      ResolveWithLocalRecord - overwrites the remote with local records 
    //      ResolveWithValue - to implement your own logic 
    resolvedRecords.Add(conflictRecord.ResolveWithRemoteRecord()); 
  } 
  // resolves the conflicts in local storage 
  dataset.Resolve(resolvedRecords); 
  // on return true the synchronize operation continues where it left, 
  //      returning false cancels the synchronize operation 
  return true;
}

OnDatasetDeleted

データセットが削除されると、Amazon Cognito クライアントは OnDatasetDeleted コールバックを使
用して、データセットのローカルキャッシュコピーも削除されるべきかどうかを確認します。デフォルト
では、データセットは削除されません。

private bool HandleDatasetDeleted(Dataset dataset) 
  { 
      Debug.Log(dataset.Metadata.DatasetName + " Dataset has been deleted"); 
      // Do clean up if necessary 
      // returning true informs the corresponding dataset can be purged in the local 
 storage and return false retains the local dataset 
      return true; 
  }

OnDatasetMerged

以前に接続されていない 2 つの ID がリンクされ、すべてのデータセットが結合されます。アプリケー
ションは、OnDatasetsMerged コールバックを通じて結合について通知されます。

public bool HandleDatasetMerged(Dataset localDataset, List<string> mergedDatasetNames)
{ 
    foreach (string name in mergedDatasetNames) 
    { 
        Dataset mergedDataset = syncManager.OpenOrCreateDataset(name); 
        //Lambda function to delete the dataset after fetching it 
        EventHandler<SyncSuccessEvent> lambda; 
        lambda = (object sender, SyncSuccessEvent e) => { 
            ICollection<string> existingValues = localDataset.GetAll().Values; 
            ICollection<string> newValues = mergedDataset.GetAll().Values; 

            //Implement your merge logic here 
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            mergedDataset.Delete(); //Delete the dataset locally 
            mergedDataset.OnSyncSuccess -= lambda; //We don't want this callback to be 
 fired again 
            mergedDataset.OnSyncSuccess += (object s2, SyncSuccessEvent e2) => { 
                localDataset.Synchronize(); //Continue the sync operation that was 
 interrupted by the merge 
            }; 
            mergedDataset.Synchronize(); //Synchronize it as deleted, failing to do so will 
 leave us in an inconsistent state 
        }; 
        mergedDataset.OnSyncSuccess += lambda; 
        mergedDataset.Synchronize(); //Asnchronously fetch the dataset 
    } 

    // returning true allows the Synchronize to continue and false stops it 
    return false;
}

Xamarin
データセットを開くか作成した後は、別のコールバックを設定できます。これは、Synchronize メソッド
を使用したときにトリガーされます。この方法により、コールバックを登録することができます。

dataset.OnSyncSuccess += this.HandleSyncSuccess;
dataset.OnSyncFailure += this.HandleSyncFailure;
dataset.OnSyncConflict = this.HandleSyncConflict;
dataset.OnDatasetMerged = this.HandleDatasetMerged;
dataset.OnDatasetDeleted = this.HandleDatasetDeleted;

SyncSuccess と SyncFailure は、+= を = の代わりに使用し、複数のコールバックをサブスクライブ
できるようにします。

OnSyncSuccess

OnSyncSuccess コールバックは、クラウドから正常にデータセットを更新したときにトリガーされま
す。コールバックを定義しない場合、同期はユーザーの操作なしに成功します。

private void HandleSyncSuccess(object sender, SyncSuccessEventArgs e)
{ 
    // Continue with your game flow, display the loaded data, etc.
}

OnSyncFailure

OnSyncFailureは、同期中に例外が発生した場合に呼び出されます。コールバックを定義しない場合、
同期はユーザーの操作なしに失敗します。

private void HandleSyncFailure(object sender, SyncFailureEventArgs e)
{ 
    Dataset dataset = sender as Dataset; 
    if (dataset.Metadata != null) { 
        Console.WriteLine("Sync failed for dataset : " + dataset.Metadata.DatasetName); 
    } else { 
        Console.WriteLine("Sync failed"); 
    }
}

OnSyncConflict
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ローカルストアと同期ストアで同じキーが変更された場合に、競合が発生する可能性がありま
す。OnSyncConflict コールバックは競合の解決を処理します。このメソッドを実行しない場合、競合
があると同期は破棄されます。

private bool HandleSyncConflict(Dataset dataset, List < SyncConflict > conflicts)
{ 
  if (dataset.Metadata != null) { 
    Console.WriteLine("Sync conflict " + dataset.Metadata.DatasetName); 
  } else { 
    Console.WriteLine("Sync conflict"); 
  } 
  List < Amazon.CognitoSync.SyncManager.Record > resolvedRecords = new List < 
 Amazon.CognitoSync.SyncManager.Record > (); 
  foreach(SyncConflict conflictRecord in conflicts) { 
    // SyncManager provides the following default conflict resolution methods: 
    //      ResolveWithRemoteRecord - overwrites the local with remote records 
    //      ResolveWithLocalRecord - overwrites the remote with local records 
    //      ResolveWithValue - to implement your own logic 
    resolvedRecords.Add(conflictRecord.ResolveWithRemoteRecord()); 
  } 
  // resolves the conflicts in local storage 
  dataset.Resolve(resolvedRecords); 
  // on return true the synchronize operation continues where it left, 
  //      returning false cancels the synchronize operation 
  return true;
}

OnDatasetDeleted

データセットが削除されると、Amazon Cognito クライアントは OnDatasetDeleted コールバックを使
用して、データセットのローカルキャッシュコピーも削除されるべきかどうかを確認します。デフォルト
では、データセットは削除されません。

private bool HandleDatasetDeleted(Dataset dataset)
{ 
    Console.WriteLine(dataset.Metadata.DatasetName + " Dataset has been deleted"); 
    // Do clean up if necessary 
    // returning true informs the corresponding dataset can be purged in the local storage 
 and return false retains the local dataset 
    return true;
}

OnDatasetMerged

以前に接続されていない 2 つの ID がリンクされ、すべてのデータセットが結合されます。アプリケー
ションは、OnDatasetsMerged コールバックを通じて結合について通知されます。

public bool HandleDatasetMerged(Dataset localDataset, List<string> mergedDatasetNames)
{ 
    foreach (string name in mergedDatasetNames) 
    { 
        Dataset mergedDataset = syncManager.OpenOrCreateDataset(name); 

            //Implement your merge logic here 

        mergedDataset.OnSyncSuccess += lambda; 
        mergedDataset.SynchronizeAsync(); //Asnchronously fetch the dataset 
    } 

    // returning true allows the Synchronize to continue and false stops it 
    return false;
}
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プッシュ同期
Amazon Cognito Sync を初めて使用する場合は、AWS AppSync を使用してください。Amazon 
Cognito Sync と同様に、AWS AppSync はデバイス間でアプリケーションデータを同期化するた
めのサービスです。
このサービスは、アプリの設定やゲームステートといったユーザーデータの同期化を可能にしま
す。また、複数のユーザーが同期し、共有されたデータでリアルタイムにコラボレートできるよ
うにすることで、これらの機能を拡張します。

Amazon Cognito は自動的にアイデンティティとデバイス間の関係を追跡します。プッシュ同期機能を使
用すると、ID データが変更されたときに、特定の ID のすべてのインスタンスに確実に通知されます。
プッシュ同期は、特定のアイデンティティの同期ストアデータが変更されるたびに、そのアイデンティ
ティに関連付けられているすべてのデバイスが、この変更を伝えるサイレントプッシュ通知を受け取るこ
とを確実にします。

Note

プッシュ同期は JavaScript、Unity、Xamarin ではサポートされません。

プッシュ同期を使用する前に、まずプッシュ同期用にアカウントをセットアップし、Amazon Cognito コ
ンソールでプッシュ同期を有効にする必要があります。

Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ア
プリケーションを作成する
SNS デベロッパーガイドの説明に従って、サポートされているプラットフォーム用の Amazon SNS アプ
リを作成し、設定します。

Amazon Cognito コンソールでプッシュ同期を有効に
する
プッシュ同期は Amazon Cognito コンソールを使って有効にできます。コンソールのホームページから、
次の操作を行います。

1. プッシュ同期を有効にする ID プールの名前をクリックします。ID プールの [Dashboard] (ダッシュボー
ド) ページが表示されます。

2. [ダッシュボード] ページの右上にある、[ID プールの管理] をクリックします。[フェデレーティッドアイ
デンティティ] ページが表示されます。

3. 下にスクロールし、同期をプッシュしますをクリックして展開します。
4. [Service role] (サービスロール) ドロップダウンメニューで、SNS 通知を送信するアクセス許可を 

Cognito に付与する IAM ロールを選択します。[Create role] (ロールの作成) をクリックして、AWS IAM 
コンソールで ID プールに関連付けられたロールを作成または変更します。

5. プラットフォームアプリケーションを選択し、[Save Changes] (変更の保存) をクリックします。
6. アプリケーションへの SNS アクセスの許可

AWS Identity and Access Management コンソールで、完全な Amazon SNS アクセス権を持つように IAM 
ロールを設定するか、完全な Amazon SNS アクセス権を持つ新しいロールを作成します。次のロール信
頼ポリシーの例では、Amazon Cognito Sync に IAM ロールを引き受ける制限付きの機能を付与していま
す。Amazon Cognito Sync は、条件 aws:SourceArn の ID プールと条件 aws:SourceAccount のアカ
ウントの両方に代わり行う場合にのみ、その役割を担うことができます。

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "cognito-sync.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "AWS:SourceAccount": "123456789012" 
                }, 
                "ArnLike": { 
                    "AWS:SourceArn": "arn:aws:cognito-identity:us-
east-1:123456789012:identitypool/us-east-1:177a950c-2c08-43f0-9983-28727EXAMPLE" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

IAM ロールの詳細については、「ロール (委任とフェデレーション) 」を参照してください。

アプリケーションでのプッシュ同期の使用: Android
アプリケーションは、Google Play サービスをインポートする必要があります。Android SDK マネー
ジャーから、最新バージョンの Google Play SDK をダウンロードできます。Android のドキュメントの
「Android Implementation」に従ってアプリを登録し、GCM から登録 ID を受け取ります。登録 ID を取得
したら、以下のスニペットにあるように、デバイスを Amazon Cognito に登録する必要があります。

String registrationId = "MY_GCM_REGISTRATION_ID";
try { 
    client.registerDevice("GCM", registrationId);
} catch (RegistrationFailedException rfe) { 
    Log.e(TAG, "Failed to register device for silent sync", rfe);
} catch (AmazonClientException ace) { 
    Log.e(TAG, "An unknown error caused registration for silent sync to fail", ace);
}

これで、デバイスをサブスクライブして、特定のデータセットから更新を受け取ることができます。

Dataset trackedDataset = client.openOrCreateDataset("myDataset");
if (client.isDeviceRegistered()) { 
    try { 
        trackedDataset.subscribe(); 
    } catch (SubscribeFailedException sfe) { 
        Log.e(TAG, "Failed to subscribe to datasets", sfe); 
    } catch (AmazonClientException ace) { 
        Log.e(TAG, "An unknown error caused the subscription to fail", ace); 
    }
}

データセットからプッシュ通知の受け取りを中止するには、unsubscribe メソッドを呼び出しま
す。CognitoSyncManager オブジェクトのすべてのデータセット (または特定のサブセット) にサブスク
ライブするには、subscribeAll() を使用します。

if (client.isDeviceRegistered()) { 
    try { 
        client.subscribeAll(); 
    } catch (SubscribeFailedException sfe) { 
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        Log.e(TAG, "Failed to subscribe to datasets", sfe); 
    } catch (AmazonClientException ace) { 
        Log.e(TAG, "An unknown error caused the subscription to fail", ace); 
    }
}

Android BroadcastReceiver オブジェクトの実装で、最新バージョンの変更されたデータセットを確認し
て、アプリをもう一度同期する必要があるかどうか判断できます。

@Override
public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

    PushSyncUpdate update = client.getPushSyncUpdate(intent); 

    // The update has the source (cognito-sync here), identityId of the 
    // user, identityPoolId in question, the non-local sync count of the 
    // data set and the name of the dataset. All are accessible through 
    // relevant getters. 

    String source = update.getSource(); 
    String identityPoolId = update.getIdentityPoolId(); 
    String identityId = update.getIdentityId(); 
    String datasetName = update.getDatasetName; 
    long syncCount = update.getSyncCount; 

    Dataset dataset = client.openOrCreateDataset(datasetName); 

    // need to access last sync count. If sync count is less or equal to 
    // last sync count of the dataset, no sync is required. 

    long lastSyncCount = dataset.getLastSyncCount(); 
    if (lastSyncCount < syncCount) { 
        dataset.synchronize(new SyncCallback() { 
            // ... 
        }); 
    }

}

プッシュ通知のペイロードでは、次のキーを利用できます。

• source: cognito-sync。これは、通知間の差別化要素として機能します。
• identityPoolId: ID プールの ID。これは検証や追加の情報用に使用できますが、レシーバーの観点か

らは不可欠ではありません。
• identityId: プール内のアイデンティティ ID。
• datasetName: 更新されたデータセットの名前。これは openOrCreateDataset 呼び出しの目的で利用で

きます。
• syncCount: リモートデータセットの同期カウント。これは、ローカルデータセットが古くなっていな

いこと、および入力同期が新しいことを確認する方法として使用できます。

アプリケーションでプッシュ同期を使用する: iOS - 
Objective-C
アプリ用のデバイストークンを取得するには、Apple ドキュメントの「Registering for Remote 
Notifications」を参照してください。APN から NSData オブジェクトとしてデバイストークンを受け
取ったら、以下のように、Sync クライアントの registerDevice: メソッドを使用して、デバイスを 
Amazon Cognito に登録する必要があります。
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AWSCognito *syncClient = [AWSCognito defaultCognito]; 
    [[syncClient registerDevice: devToken] continueWithBlock:^id(AWSTask *task) { 
        if(task.error){ 
            NSLog(@"Unable to registerDevice: %@", task.error); 
        } else { 
            NSLog(@"Successfully registered device with id: %@", task.result); 
        } 
        return nil; 
      } 
    ];

デバッグモードでは、デバイスは APN サンドボックスで登録されます。リリースモードでは、APN で登
録されます。特定のデータセットからアップデートを受けるには、subscribe メソッドを使用します。

[[[syncClient openOrCreateDataset:@"MyDataset"] subscribe] continueWithBlock:^id(AWSTask 
 *task) { 
        if(task.error){ 
            NSLog(@"Unable to subscribe to dataset: %@", task.error); 
        } else { 
            NSLog(@"Successfully subscribed to dataset: %@", task.result); 
        } 
        return nil; 
      } 
    ];

データセットからプッシュ通知の受け取りを中止するには、unsubscribe メソッドを呼び出します。

[[[syncClient openOrCreateDataset:@”MyDataset”] unsubscribe] continueWithBlock:^id(AWSTask 
 *task) { 
        if(task.error){ 
            NSLog(@"Unable to unsubscribe from dataset: %@", task.error); 
        } else { 
            NSLog(@"Successfully unsubscribed from dataset: %@", task.result); 
        } 
        return nil; 
      } 
    ];

AWSCognito オブジェクトのすべてのデータセットをサブスクライブするには、subscribeAll を呼び
出します。

[[syncClient subscribeAll] continueWithBlock:^id(AWSTask *task) { 
        if(task.error){ 
            NSLog(@"Unable to subscribe to all datasets: %@", task.error); 
        } else { 
            NSLog(@"Successfully subscribed to all datasets: %@", task.result); 
        } 
        return nil; 
      } 
    ];

subscribeAll を呼び出す前に、少なくとも各データセットで 1 回同期を行い、データセットがサーバー
上に存在するようにします。

プッシュ通知に応答するには、アプリの代理で didReceiveRemoteNotification メソッドを実装する
必要があります。

- (void)application:(UIApplication *)application didReceiveRemoteNotification:(NSDictionary 
 *)userInfo 

410



Amazon Cognito デベロッパーガイド
アプリケーションでプッシュ同期を使用する: iOS - Swift

    { 
        [[NSNotificationCenter defaultCenter] 
 postNotificationName:@"CognitoPushNotification" object:userInfo]; 
    }

通知ハンドラを使用して通知を投稿する場合は、データセットへのハンドルがある、アプリケーションの
他の場所で通知に応答することができます。次のように通知にサブスクライブしているとします。

[[NSNotificationCenter defaultCenter] addObserver:self 
 selector:@selector(didReceivePushSync:) 
    name: :@"CognitoPushNotification" object:nil];

その場合は、次のように通知に応答できます。

- (void)didReceivePushSync:(NSNotification*)notification 
    { 
        NSDictionary * data = [(NSDictionary *)[notification object] objectForKey:@"data"]; 
        NSString * identityId = [data objectForKey:@"identityId"]; 
        NSString * datasetName = [data objectForKey:@"datasetName"]; 
        if([self.dataset.name isEqualToString:datasetName] && [self.identityId 
 isEqualToString:identityId]){ 
            [[self.dataset synchronize] continueWithBlock:^id(AWSTask *task) { 
                if(!task.error){ 
                    NSLog(@"Successfully synced dataset"); 
                } 
                return nil; 
            }]; 
        } 
    }

プッシュ通知のペイロードでは、次のキーを利用できます。

• source: cognito-sync。これは、通知間の差別化要素として機能します。
• identityPoolId: ID プールの ID。これは検証や追加の情報用に使用できますが、レシーバーの観点か

らは不可欠ではありません。
• identityId: プール内のアイデンティティ ID。
• datasetName: 更新されたデータセットの名前。これは openOrCreateDataset 呼び出しの目的で利

用できます。
• syncCount: リモートデータセットの同期カウント。これは、ローカルデータセットが古くなっていな

いこと、および入力同期が新しいことを確認する方法として使用できます。

アプリケーションでプッシュ同期を使用する: iOS - 
Swift
アプリ用のデバイストークンを取得するには、Apple ドキュメントの「Registering for Remote 
Notifications」を参照してください。APN から NSData オブジェクトとしてデバイストークンを受け取っ
たら、以下の のように、Sync クライアントの registerDevice: メソッドを使用して、デバイスを Amazon 
Cognito に登録する必要があります。

let syncClient = AWSCognito.default()
syncClient.registerDevice(devToken).continueWith(block: { (task: AWSTask!) -> AnyObject! in 
    if (task.error != nil) { 
        print("Unable to register device: " + task.error.localizedDescription) 

    } else { 
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        print("Successfully registered device with id: \(task.result)") 
    } 
    return task
})

デバッグモードでは、デバイスは APN サンドボックスで登録されます。リリースモードでは、APN で登
録されます。特定のデータセットからアップデートを受けるには、subscribe メソッドを使用します。

syncClient.openOrCreateDataset("MyDataset").subscribe().continueWith(block: { (task: 
 AWSTask!) -> AnyObject! in 
  if (task.error != nil) { 
      print("Unable to subscribe to dataset: " + task.error.localizedDescription) 

  } else { 
      print("Successfully subscribed to dataset: \(task.result)") 
  } 
  return task
})

データセットからプッシュ通知の受け取りを中止するには、unsubscribe メソッドを呼び出します。

syncClient.openOrCreateDataset("MyDataset").unsubscribe().continueWith(block: { (task: 
 AWSTask!) -> AnyObject! in 
  if (task.error != nil) { 
      print("Unable to unsubscribe to dataset: " + task.error.localizedDescription) 

  } else { 
      print("Successfully unsubscribed to dataset: \(task.result)") 
  } 
  return task
})

AWSCognito オブジェクトのすべてのデータセットをサブスクライブするには、subscribeAll を呼び
出します。

syncClient.openOrCreateDataset("MyDataset").subscribeAll().continueWith(block: { (task: 
 AWSTask!) -> AnyObject! in 
  if (task.error != nil) { 
      print("Unable to subscribe to all datasets: " + task.error.localizedDescription) 

  } else { 
      print("Successfully subscribed to all datasets: \(task.result)") 
  } 
  return task
})

subscribeAll を呼び出す前に、少なくとも各データセットで 1 回同期を行い、データセットがサーバー
上に存在するようにします。

プッシュ通知に応答するには、アプリの代理で didReceiveRemoteNotification メソッドを実装する
必要があります。

func application(application: UIApplication, didReceiveRemoteNotification userInfo: 
 [NSObject : AnyObject], 
  fetchCompletionHandler completionHandler: (UIBackgroundFetchResult) -> Void) { 
        
 NSNotificationCenter.defaultCenter().postNotificationName("CognitoPushNotification", 
 object: userInfo)
})
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通知ハンドラを使用して通知を投稿する場合は、データセットへのハンドルがある、アプリケーションの
他の場所で通知に応答することができます。次のように通知にサブスクライブしているとします。

NSNotificationCenter.defaultCenter().addObserver(observer:self, 
   selector:"didReceivePushSync:", 
   name:"CognitoPushNotification", 
   object:nil)

その場合は、次のように通知に応答できます。

func didReceivePushSync(notification: NSNotification) { 
    if let data = (notification.object as! [String: AnyObject])["data"] as? [String: 
 AnyObject] { 
        let identityId = data["identityId"] as! String 
        let datasetName = data["datasetName"] as! String 

        if self.dataset.name == datasetName && self.identityId == identityId { 
          dataset.synchronize().continueWithBlock {(task) -> AnyObject! in 
              if task.error == nil { 
                print("Successfully synced dataset") 
              } 
              return nil 
          } 
        } 
    }
}

プッシュ通知のペイロードでは、次のキーを利用できます。

• source: cognito-sync。これは、通知間の差別化要素として機能します。
• identityPoolId: ID プールの ID。これは検証や追加の情報用に使用できますが、レシーバーの観点か

らは不可欠ではありません。
• identityId: プール内のアイデンティティ ID。
• datasetName: 更新されたデータセットの名前。これは openOrCreateDataset 呼び出しの目的で利

用できます。
• syncCount: リモートデータセットの同期カウント。これは、ローカルデータセットが古くなっていな

いこと、および入力同期が新しいことを確認する方法として使用できます。

Amazon Cognito ストリーム
Amazon Cognito Sync を初めて使用する場合は、AWS AppSync を使用してください。Amazon 
Cognito Sync と同様に、AWS AppSync はデバイス間でアプリケーションデータを同期化するた
めのサービスです。
このサービスは、アプリの設定やゲームステートといったユーザーデータの同期化を可能にしま
す。また、複数のユーザーが同期し、共有されたデータでリアルタイムにコラボレートできるよ
うにすることで、これらの機能を拡張します。

Amazon Cognito ストリームは、Amazon Cognito に保存されているデータに対する制御と洞察をデベロッ
パーに提供します。これで、デベロッパーはデータが更新および同期されるたびにイベントを受け取るよ
うに Kinesis ストリームを設定できるようになります。Amazon Cognito は、所有する Kinesis ストリーム
に各データセットの変更をリアルタイムでプッシュできます。

Amazon Cognito ストリームを使用すると、すべての Sync データを Kinesis に移動することができます。
その後、これらをさらなる分析のために Amazon Redshift などのデータウェアハウスツールにストリーミ
ングできます。Kinesis の詳細については、「Amazon Kinesis の使用開始方法」を参照してください。
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ストリームの設定

Amazon Cognito ストリームは、Amazon Cognito コンソールで設定できます。Amazon Cognito コンソー
ルで Amazon Cognito ストリームを有効にするには、パブリッシュ先の Kinesis ストリームと、選択され
たストリームにイベントを配置するためのアクセス許可を Amazon Cognito に付与する IAM ロールを選択
する必要があります。

コンソールのホームページから、次の操作を行います。

1. Amazon Cognito ストリームをセットアップする ID プールの名前をクリックします。ID プールの
[Dashboard] (ダッシュボード) ページが表示されます。

2. [ダッシュボード] ページの右上にある、[ID プールの管理] をクリックします。[Manage Federated 
Identities] (フェデレーティッド ID の管理) ページが表示されます。

3. 下にスクロールし、[Cognito ストリーム] をクリックして展開します。
4. [ストリーム名] ドロップダウンメニューで、既存の Kinesis ストリームの名前を選択します。また

は、[ストリームの作成] をクリックしてストリームを作成し、ストリーム名とシャード数を入力しま
す。シャードに関する情報、およびストリームに必要なシャード数の見積りに関するヘルプについて
は、Kinesis デベロッパーガイドを参照してください。

5. [Publish role] (パブリッシュロール) ドロップダウンメニューで、ストリームをパブリッシュするためア
クセス権限を Amazon Cognito に付与する IAM ロールを選択します。[Create role] (ロールの作成) をク
リックして、AWS IAM コンソールで ID プールに関連付けられたロールを作成または変更します。

6. [ストリームの状態] ドロップダウンメニューで、[有効] を選択してストリームの更新を有効にしま
す。[Save Changes] (変更の保存) をクリックします。

Amazon Cognito ストリームが正常に設定されると、この ID プール内のデータセットに対する後続の更新
がすべてストリームに送信されるようになります。

ストリームのコンテンツ

ストリームに送信される各レコードは、単一の同期を表します。ストリームに送信されるレコードの例を
次に示します。

{ 
    "identityPoolId": "Pool Id", 
    "identityId": "Identity Id", 
    "dataSetName": "Dataset Name", 
    "operation": "(replace|remove)", 
    "kinesisSyncRecords": [ 
        { 
            "key": "Key", 
            "value": "Value", 
            "syncCount": 1, 
            "lastModifiedDate": 1424801824343, 
            "deviceLastModifiedDate": 1424801824343, 
            "op": "(replace|remove)" 
        }, 
        ... 
    ], 
    "lastModifiedDate": 1424801824343, 
    "kinesisSyncRecordsURL": "S3Url", 
    "payloadType": "(S3Url|Inline)", 
    "syncCount": 1
}

Kinesis の最大ペイロードサイズである 1 MB を超える更新については、Amazon Cognito にその更新の完
全なコンテンツが格納されている事前署名済みの Amazon S3 の URL が含まれます。

Amazon Cognito ストリームを設定した後で Kinesis ストリームを削除する、または Amazon Cognito Sync 
がロールを引き受けられないようにロール信頼のアクセス許可を変更する場合、Amazon Cognito スト
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リームを無効にします。Kinesis ストリームを再作成するか、ロールを修正してから、ストリームを再有効
化する必要があります。

一括パブリッシュ

Amazon Cognito ストリームが設定されると、ID プール内の既存のデータに対して一括パブリッシュ操作
を実行できるようになります。一括パブリッシュ操作をコンソール経由で開始する、または API 経由で直
接開始すると、Amazon Cognito が、更新を受信しているものと同じストリームに対してこのデータのパ
ブリッシュを開始します。

Amazon Cognito は、一括パブリッシュ操作の使用時にストリームに送信されるデータの一意性を保証し
ません。更新については、更新としてだけではなく、一括パブリッシュの一部として同じものを受け取る
場合があります。ストリームからレコードを処理する際は、このことを念頭に置いてください。

すべてのストリームを一括パブリッシュするには、「ストリームの設定」の手順 1～6 に従ってから、
[Start bulk publish] (一括パブリッシュを開始) をクリックします。一括パブリッシュ操作は、常に 1 つの進
行中操作に制限され、24 時間ごとに 1 つの正常な一括パブリッシュリクエストに制限されます。

Amazon Cognito イベント
Amazon Cognito Sync を初めて使用する場合は、AWS AppSync を使用してください。Amazon 
Cognito Sync と同様に、AWS AppSync はデバイス間でアプリケーションデータを同期化するた
めのサービスです。
このサービスは、アプリの設定やゲームステートといったユーザーデータの同期化を可能にしま
す。また、複数のユーザーが同期し、共有されたデータでリアルタイムにコラボレートできるよ
うにすることで、これらの機能を拡張します。

Amazon Cognito Events は、Amazon Cognito Sync での重要なイベントへの対応として AWS Lambda 関
数を実行することを可能にします。Amazon Cognito は、データセットが同期されるときに Sync Trigger 
イベントを生成します。Sync Trigger イベントを使用して、ユーザーがデータを更新するときにアクショ
ンを実行できます。この関数は、クラウド内に保存し、ユーザーの他のデバイスに同期する前にデータ
を評価して、オプションで操作できます。これは、ユーザーの他のデバイスに対して同期する前に、デバ
イスから受信するデータを検証したり、プレーヤーが新しいレベルに達したときに賞を与えるなど、受信
データに基づいてデータセットの他の値を更新する場合に役立ちます。

以下のステップでは、Amazon Cognito のデータセットが同期されるたびに実行される Lambda 関数の
セットアップ手順を説明します。

Note

Amazon Cognito イベントを使用するときは、Amazon Cognito ID から取得した認証情報しか使
用できません。関連付けられた Lambda 関数があっても、AWS アカウントの認証情報 (デベロッ
パー認証情報) を使用して UpdateRecords を呼び出すと、Lambda 関数は呼び出されません。

AWS Lambda で関数の作成

Lambda を Amazon Cognito と統合するには、最初に Lambda で関数を作成する必要があります。これを
行うには、以下の手順を実行します。

Amazon Cognito での Lambda 関数の選択

1. Lambda コンソールを開きます。
2. [Create a Lambda function] (Lambda 関数の作成) をクリックします。
3. [Select blueprint] (設計図の選択) 画面で、「cognito-sync-trigger」を検索して選択します。
4. [Configure event sources] (イベントソースの設定) 画面で、イベントソースのタイプを [Cognito Sync 

Trigger] に設定し、ID プールを選択します。[Next] (次へ) をクリックします。
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Note

Amazon Cognito Sync トリガーをコンソール外で設定する場合、Amazon Cognito が関数を
呼び出せるように、Lambda リソースベースの権限を追加する必要があります。この許可
は、Lambda コンソール（「Using resource-based policies for AWS Lambda」を参照）から追
加するか、Lambda AddPermission オペレーションを使用して追加できます。
Lambda リソースベースのポリシーの例
次の AWS Lambda リソースベースのポリシーは、Amazon Cognito に Lambda 関数を呼び出
す制限付きの機能を付与します。Amazon Cognitoは、条件 aws:SourceArn のID プールと条
件 aws:SourceAccount のアカウントに代わりに関数を呼び出すことができます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "default", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "lambda-allow-cognito-my-function", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "cognito-sync.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "lambda:InvokeFunction", 
            "Resource": "<your Lambda function ARN>", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "AWS:SourceAccount": "<your account number>" 
                }, 
                "ArnLike": { 
                    "AWS:SourceArn": "<your identity pool ARN>" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

5. [Configure function] (関数の設定) 画面で、関数の名前と説明を入力します。[Runtime] (ランタイム) を
「Node.js」に設定したままにします。コードは、例では変更しないまま使用します。デフォルトの例で
は、同期中のデータに変更を加えません。コードは、Amazon Cognito Sync Trigger イベントが発生し
たことのみを記録します。[Handler] (ハンドラ) の名前は「index.handler」設定のままにしておきます。
[Role] (ロール) については、AWS Lambda にアクセスするためのコード許可を付与する IAM ロールを
選択します。ロールを変更する方法については、「IAM コンソール」を参照してください。[Advanced 
settings] (詳細設定) は変更しないまま使用します。[Next] (次へ) をクリックします。

6. [Review] (確認) 画面で詳細を確認し、[Create function] (関数の作成) をクリックします。次のページに
新しい Lambda 関数が表示されます。

Lambda で適切な関数を作成したところで、この関数を Amazon Cognito Sync Trigger イベントのハンド
ラとして選択する必要があります。以下のステップで、このプロセスについて説明します。

コンソールのホームページから、以下の操作を行います。

1. Amazon Cognito イベントをセットアップする ID プールの名前をクリックします。ID プールのダッ
シュボードページが表示されます。

2. ダッシュボードページの右上にある [Manage Federated Identities] (フェデレーティッド ID の管理) をク
リックします。[Manage Federated Identities] (フェデレーティッド ID の管理) ページが表示されます。

3. スクロールダウンし、[Cognito Events] (Cognito イベント) をクリックして展開します。
4. [Sync Trigger] ドロップダウンメニューで、Sync イベントが発生したときにトリガーする Lambda 関数

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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これで、データセットが同期されるたびに Lambda 関数が実行されるようになります。次のセクションで
は、同期中に関数のデータの読み取りと修正を行う方法について説明します。

Sync trigger 用の Lambda 関数の記述

Sync Trigger は、サービスプロバイダインタフェースが使用するプログラミングパラダイムに従いま
す。Amazon Cognito は、Lambda 関数に対して以下の JSON 形式の入力を提供します。

{ 
  "version": 2, 
  "eventType": "SyncTrigger", 
  "region": "us-east-1", 
  "identityPoolId": "identityPoolId", 
  "identityId": "identityId", 
  "datasetName": "datasetName", 
  "datasetRecords": { 
    "SampleKey1": { 
      "oldValue": "oldValue1", 
      "newValue": "newValue1", 
      "op": "replace" 
    }, 
    "SampleKey2": { 
      "oldValue": "oldValue2", 
      "newValue": "newValue2", 
      "op": "replace" 
    },.. 
  }
}

Amazon Cognito では、関数の戻り値が入力と同じ形式であることが想定されています。

Sync Trigger イベント用の関数を記述するときは、次の点に注意してください。

• Amazon Cognito が、UpdateRecords の実行時に Lambda 関数を呼び出すと、関数は 5 
秒以内に応答する必要があります。応答しない場合、Amazon Cognito Sync サービスが
LambdaSocketTimeoutException 例外をスローします。このタイムアウト値を大きくすることはで
きません。

• LambdaThrottledException 例外を取得した場合は、同期オペレーションをもう一度実行して、レ
コードを更新します。

• Amazon Cognito は、データセットに存在するすべてのレコードを関数に提供します。
• アプリユーザーが更新するレコードには、op フィールドが replace として設定されています。削除さ

れたレコードには、op フィールドが remove として設定されています。
• アプリユーザーがレコードを更新していない場合でも、任意のレコードを変更できます。
• datasetRecords を除くすべてのフィールドは読み取り専用です。それらを変更しないでください。これ

らのフィールドを変更すると、レコードを更新することはできません。
• レコードの値を変更するには、値を更新し、op を replace に設定します。
• レコードを削除するには、op を remove に設定するか、値を null に設定します。
• レコードを追加するには、datasetRecords 配列に新しいレコードを追加します。
• Amazon Cognito は、Amazon Cognito がレコードを更新するときに、レスポンス内の省略されたレコー

ドを無視します。

サンプル Lambda 関数

以下の Lambda 関数のサンプルでは、データへのアクセス、変更、削除の方法を示しています。

console.log('Loading function');
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exports.handler = function(event, context) { 
    console.log(JSON.stringify(event, null, 2)); 

    //Check for the event type 
    if (event.eventType === 'SyncTrigger') { 

        //Modify value for a key 
        if('SampleKey1' in event.datasetRecords){ 
            event.datasetRecords.SampleKey1.newValue = 'ModifyValue1'; 
            event.datasetRecords.SampleKey1.op = 'replace'; 
        } 

        //Remove a key 
        if('SampleKey2' in event.datasetRecords){ 
            event.datasetRecords.SampleKey2.op = 'remove'; 
        } 

        //Add a key 
        if(!('SampleKey3' in event.datasetRecords)){ 
            event.datasetRecords.SampleKey3={'newValue':'ModifyValue3', 'op' : 'replace'}; 
        } 

    } 
    context.done(null, event);
};
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AWS SDK を使用する Amazon 
Cognito ID プロバイダーのコード例

次のコード例は、Amazon Cognito ID プロバイダーを AWS Software Development Kit (SDK) と使用する方
法を示しています。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「このサービスを AWS SDK で使
用する (p. 4)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

コード例
• AWS SDK を使用する Amazon Cognito ID プロバイダーのコード例 (p. 420)

• AWS SDK を使用する Amazon Cognito ID プロバイダーのアクション (p. 420)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito ユーザーを確認する (p. 421)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito によるトラッキング用の MFA デバイスを確

認する (p. 425)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito ユーザーを削除する (p. 427)
• AWS SDK を使用して MFA アプリケーションを Amazon Cognito ユーザーに関連付

けるトークンを取得する (p. 428)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito ユーザーに関する情報を取得する (p. 432)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito ユーザープールを一覧表示する (p. 436)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito ユーザーを一覧表示する (p. 437)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito 確認コードを再送信する (p. 441)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito SRP 認証チャレンジに応答する (p. 445)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito 認証チャレンジに応答する (p. 448)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito にユーザーをサインアップする (p. 452)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito によって追跡されているデバイスで認証を開

始する (p. 457)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito と管理者認証情報による認証を開始す

る (p. 460)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito ユーザーで MFA アプリケーションを検証す

る (p. 465)
• AWS SDK を使用する Amazon Cognito ID プロバイダーのシナリオ (p. 469)

• AWS SDK を使用して MFA を必要とする Amazon Cognito ユーザープールにより
ユーザーをサインアップする (p. 469)

• AWS SDK を使用する Amazon Cognito ID のコード例 (p. 502)
• AWS SDK を使用する Amazon Cognito ID のアクション (p. 503)

• 指定された名前で新しい Amazon Cognito の Amazon Cognito ID を作成す
る (p. 503)

• Amazon Cognito アイデンティティプールを一覧表示する (p. 504)
• AWS SDK を使用した Amazon Cognito のクロスサービスの例 (p. 506)

• Amazon Transcribe アプリを構築する (p. 506)
• Amazon Textract エクスプローラーアプリケーションを作成する (p. 506)

• AWS SDK を使用した Amazon Cognito Sync のコード例 (p. 507)
• AWS SDK を使用する Amazon Cognito Sync のアクション (p. 507)
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• AWS SDK を使用して Amazon Cognito に登録された ID プールのリストを取得しま
す。 (p. 508)

AWS SDK を使用する Amazon Cognito ID プロバイ
ダーのコード例

次のコード例は、Amazon Cognito ID プロバイダーを AWS Software Development Kit (SDK) と使用する方
法を示しています。

「アクション」は、個々のサービス関数の呼び出し方法を示すコードの抜粋です。

「シナリオ」は、同じサービス内で複数の関数を呼び出して、特定のタスクを実行する方法を示すコード
例です。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「このサービスを AWS SDK で使
用する (p. 4)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

コード例
• AWS SDK を使用する Amazon Cognito ID プロバイダーのアクション (p. 420)

• AWS SDK を使用して Amazon Cognito ユーザーを確認する (p. 421)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito によるトラッキング用の MFA デバイスを確認す

る (p. 425)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito ユーザーを削除する (p. 427)
• AWS SDK を使用して MFA アプリケーションを Amazon Cognito ユーザーに関連付けるトー

クンを取得する (p. 428)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito ユーザーに関する情報を取得する (p. 432)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito ユーザープールを一覧表示する (p. 436)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito ユーザーを一覧表示する (p. 437)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito 確認コードを再送信する (p. 441)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito SRP 認証チャレンジに応答する (p. 445)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito 認証チャレンジに応答する (p. 448)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito にユーザーをサインアップする (p. 452)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito によって追跡されているデバイスで認証を開始す

る (p. 457)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito と管理者認証情報による認証を開始する (p. 460)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito ユーザーで MFA アプリケーションを検証す

る (p. 465)
• AWS SDK を使用する Amazon Cognito ID プロバイダーのシナリオ (p. 469)

• AWS SDK を使用して MFA を必要とする Amazon Cognito ユーザープールによりユーザーを
サインアップする (p. 469)

AWS SDK を使用する Amazon Cognito ID プロバイ
ダーのアクション
次のコード例では、AWS SDK を使用して個々の Amazon Cognito ID プロバイダーのアクションを実行す
る方法を示しています。これらの抜粋では、Amazon Cognito ID プロバイダー API の呼び出し例が示され
ています。単独での実行例は示されていません。それぞれの例には、GitHub へのリンクがあり、コンテキ
ストでコードを設定および実行する方法についての説明が記載されています。
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以下の例には、最も一般的に使用されるアクションだけが含まれています。詳細なリストについて
は、Amazon Cognito Identity Provider API Reference (Amazon Cognito Identity Provider API リファレン
ス) を参照してください。

例
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito ユーザーを確認する (p. 421)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito によるトラッキング用の MFA デバイスを確認する (p. 425)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito ユーザーを削除する (p. 427)
• AWS SDK を使用して MFA アプリケーションを Amazon Cognito ユーザーに関連付けるトークンを取

得する (p. 428)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito ユーザーに関する情報を取得する (p. 432)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito ユーザープールを一覧表示する (p. 436)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito ユーザーを一覧表示する (p. 437)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito 確認コードを再送信する (p. 441)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito SRP 認証チャレンジに応答する (p. 445)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito 認証チャレンジに応答する (p. 448)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito にユーザーをサインアップする (p. 452)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito によって追跡されているデバイスで認証を開始する (p. 457)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito と管理者認証情報による認証を開始する (p. 460)
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito ユーザーで MFA アプリケーションを検証する (p. 465)

AWS SDK を使用して Amazon Cognito ユーザーを確認する
次のコード例は、Amazon Cognito ユーザーを確認する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Confirm that the user has signed up. 
    /// </summary> 
    /// <param name="clientId">The Id of this application.</param> 
    /// <param name="code">The confirmation code sent to the user.</param> 
    /// <param name="userName">The username.</param> 
    /// <returns></returns> 
    public async Task<bool> ConfirmSignupAsync(string clientId, string code, string 
 userName) 
    { 
        var signUpRequest = new ConfirmSignUpRequest 
        { 
            ClientId = clientId, 
            ConfirmationCode = code, 
            Username = userName, 
        }; 

        var response = await _cognitoService.ConfirmSignUpAsync(signUpRequest); 
        if (response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK) 
        { 
            Console.WriteLine($"{userName} was confirmed"); 
            return true; 
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        } 
        return false; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NET API リファレンスの「ConfirmSignUp」を参照して
ください。

C++

SDK for C++
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig; 
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file). 
        // clientConfig.region = "us-east-1"; 

    Aws::CognitoIdentityProvider::CognitoIdentityProviderClient 
 client(clientConfig); 

        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::ConfirmSignUpRequest request; 
        request.SetClientId(clientID); 
        request.SetConfirmationCode(confirmationCode); 
        request.SetUsername(userName); 

        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::ConfirmSignUpOutcome outcome = 
                client.ConfirmSignUp(request); 

        if (outcome.IsSuccess()) { 
            std::cout << "ConfirmSignup was Successful." 
                      << std::endl; 
        } 
        else { 
            std::cerr << "Error with CognitoIdentityProvider::ConfirmSignUp. " 
                      << outcome.GetError().GetMessage() 
                      << std::endl; 
            return false; 
        }

• API の詳細については、AWS SDK for C++ API リファレンスの「ConfirmSignUp」を参照して
ください。

Java

SDK for Java 2.x
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void confirmSignUp(CognitoIdentityProviderClient 
 identityProviderClient, String clientId, String code, String userName) { 
        try { 
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            ConfirmSignUpRequest signUpRequest = ConfirmSignUpRequest.builder() 
                .clientId(clientId) 
                .confirmationCode(code) 
                .username(userName) 
                .build(); 

            identityProviderClient.confirmSignUp(signUpRequest); 
            System.out.println(userName +" was confirmed"); 

        } catch(CognitoIdentityProviderException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.x API リファレンスの「ConfirmSignUp」を参照
してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

const confirmSignUp = async ({ clientId, username, code }) => { 
  const client = createClientForDefaultRegion(CognitoIdentityProviderClient); 

  const command = new ConfirmSignUpCommand({ 
    ClientId: clientId, 
    Username: username, 
    ConfirmationCode: code, 
  }); 

  return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScript API リファレンスの「ConfirmSignUp」を参
照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin
Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun confirmSignUp(clientIdVal: String?, codeVal: String?, userNameVal: 
 String?) { 
    val signUpRequest = ConfirmSignUpRequest { 
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        clientId = clientIdVal 
        confirmationCode = codeVal 
        username = userNameVal 
    } 

    CognitoIdentityProviderClient { region = "us-east-1" }.use 
 { identityProviderClient -> 
        identityProviderClient.confirmSignUp(signUpRequest) 
        println("$userNameVal  was confirmed") 
    }
}

• API の詳細については、AWS SDK for Kotlin API リファレンスの「ConfirmSignUp」を参照して
ください。

Python

SDK for Python (Boto3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

class CognitoIdentityProviderWrapper: 
    """Encapsulates Amazon Cognito actions""" 
    def __init__(self, cognito_idp_client, user_pool_id, client_id, 
 client_secret=None): 
        """ 
        :param cognito_idp_client: A Boto3 Amazon Cognito Identity Provider client. 
        :param user_pool_id: The ID of an existing Amazon Cognito user pool. 
        :param client_id: The ID of a client application registered with the user 
 pool. 
        :param client_secret: The client secret, if the client has a secret. 
        """ 
        self.cognito_idp_client = cognito_idp_client 
        self.user_pool_id = user_pool_id 
        self.client_id = client_id 
        self.client_secret = client_secret 

    def confirm_user_sign_up(self, user_name, confirmation_code): 
        """ 
        Confirms a previously created user. A user must be confirmed before they 
        can sign in to Amazon Cognito. 

        :param user_name: The name of the user to confirm. 
        :param confirmation_code: The confirmation code sent to the user's 
 registered 
                                  email address. 
        :return: True when the confirmation succeeds. 
        """ 
        try: 
            kwargs = { 
                'ClientId': self.client_id, 'Username': user_name, 
                'ConfirmationCode': confirmation_code} 
            if self.client_secret is not None: 
                kwargs['SecretHash'] = self._secret_hash(user_name) 
            self.cognito_idp_client.confirm_sign_up(**kwargs) 
        except ClientError as err: 
            logger.error( 
                "Couldn't confirm sign up for %s. Here's why: %s: %s", user_name, 
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message']) 
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            raise 
        else: 
            return True

• API の詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンスの「ConfirmSignUp」
を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「このサービスを AWS SDK で使
用する (p. 4)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して Amazon Cognito によるトラッキング用の 
MFA デバイスを確認する
次のコード例は、Amazon Cognito により追跡する MFA デバイスを確認する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Initiates and confirms tracking of the device. 
    /// </summary> 
    /// <param name="accessToken">The user's access token.</param> 
    /// <param name="deviceKey">The key of the device from Amazon Cognito.</param> 
    /// <param name="deviceName">The device name.</param> 
    /// <returns></returns> 
    public async Task<bool> ConfirmDeviceAsync(string accessToken, string 
 deviceKey, string deviceName) 
    { 
        var request = new ConfirmDeviceRequest 
        { 
            AccessToken = accessToken, 
            DeviceKey = deviceKey, 
            DeviceName = deviceName 
        }; 

        var response = await _cognitoService.ConfirmDeviceAsync(request); 
        return response.UserConfirmationNecessary; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NET API リファレンスの「ConfirmDevice」を参照して
ください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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const confirmDevice = async ({ deviceKey, accessToken, passwordVerifier, salt }) => 
 { 
  const client = createClientForDefaultRegion(CognitoIdentityProviderClient); 

  const command = new ConfirmDeviceCommand({ 
    DeviceKey: deviceKey, 
    AccessToken: accessToken, 
    DeviceSecretVerifierConfig: { 
      PasswordVerifier: passwordVerifier, 
      Salt: salt 
    }, 
  }); 

  return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScript API リファレンスの「ConfirmDevice」を参照
してください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

class CognitoIdentityProviderWrapper: 
    """Encapsulates Amazon Cognito actions""" 
    def __init__(self, cognito_idp_client, user_pool_id, client_id, 
 client_secret=None): 
        """ 
        :param cognito_idp_client: A Boto3 Amazon Cognito Identity Provider client. 
        :param user_pool_id: The ID of an existing Amazon Cognito user pool. 
        :param client_id: The ID of a client application registered with the user 
 pool. 
        :param client_secret: The client secret, if the client has a secret. 
        """ 
        self.cognito_idp_client = cognito_idp_client 
        self.user_pool_id = user_pool_id 
        self.client_id = client_id 
        self.client_secret = client_secret 

    def confirm_mfa_device( 
            self, user_name, device_key, device_group_key, device_password, 
 access_token, 
            aws_srp): 
        """ 
        Confirms an MFA device to be tracked by Amazon Cognito. When a device is 
        tracked, its key and password can be used to sign in without requiring a 
 new 
        MFA code from the MFA application. 

        :param user_name: The user that is associated with the device. 
        :param device_key: The key of the device, returned by Amazon Cognito. 
        :param device_group_key: The group key of the device, returned by Amazon 
 Cognito. 
        :param device_password: The password that is associated with the device. 
        :param access_token: The user's access token. 
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        :param aws_srp: A class that helps with Secure Remote Password (SRP) 
                        calculations. The scenario associated with this example 
 uses 
                        the warrant package. 
        :return: True when the user must confirm the device. Otherwise, False. When 
                 False, the device is automatically confirmed and tracked. 
        """ 
        srp_helper = aws_srp.AWSSRP( 
            username=user_name, password=device_password, 
            pool_id='_', client_id=self.client_id, client_secret=None, 
            client=self.cognito_idp_client) 
        device_and_pw = f'{device_group_key}{device_key}:{device_password}' 
        device_and_pw_hash = aws_srp.hash_sha256(device_and_pw.encode('utf-8')) 
        salt = aws_srp.pad_hex(aws_srp.get_random(16)) 
        x_value = aws_srp.hex_to_long(aws_srp.hex_hash(salt + device_and_pw_hash)) 
        verifier = aws_srp.pad_hex(pow(srp_helper.g, x_value, srp_helper.big_n)) 
        device_secret_verifier_config = { 
            "PasswordVerifier": 
 base64.standard_b64encode(bytearray.fromhex(verifier)).decode('utf-8'), 
            "Salt": 
 base64.standard_b64encode(bytearray.fromhex(salt)).decode('utf-8') 
        } 
        try: 
            response = self.cognito_idp_client.confirm_device( 
                AccessToken=access_token, 
                DeviceKey=device_key, 
                DeviceSecretVerifierConfig=device_secret_verifier_config) 
            user_confirm = response['UserConfirmationNecessary'] 
        except ClientError as err: 
            logger.error( 
                "Couldn't confirm mfa device %s. Here's why: %s: %s", device_key, 
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message']) 
            raise 
        else: 
            return user_confirm

• API の詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンスの「ConfirmDevice」を
参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「このサービスを AWS SDK で使
用する (p. 4)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して Amazon Cognito ユーザーを削除する
次のコード例は、Amazon Cognito ユーザーを削除する方法を示しています。

C++

SDK for C++

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig; 
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file). 
        // clientConfig.region = "us-east-1"; 
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    Aws::CognitoIdentityProvider::CognitoIdentityProviderClient 
 client(clientConfig); 

        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::DeleteUserRequest request; 
        request.SetAccessToken(accessToken); 

        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::DeleteUserOutcome outcome = 
                client.DeleteUser(request); 

        if (outcome.IsSuccess()) { 
            std::cout << "The user " << userName << " was deleted." 
                      << std::endl; 
        } 
        else { 
            std::cerr << "Error with CognitoIdentityProvider::DeleteUser. " 
                      << outcome.GetError().GetMessage() 
                      << std::endl; 
        }

• API の詳細については、「AWS SDK for C++ API リファレンス」の「DeleteUser」を参照して
ください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「このサービスを AWS SDK で使
用する (p. 4)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して MFA アプリケーションを Amazon 
Cognito ユーザーに関連付けるトークンを取得する
次のコード例は、MFA アプリケーションを Amazon Cognito ユーザーに関連付けるトークンを取得する方
法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Get an MFA token to authenticate the user with the authenticator. 
    /// </summary> 
    /// <param name="session">The session name.</param> 
    /// <returns>Returns the session name.</returns> 
    public async Task<string> AssociateSoftwareTokenAsync(string session) 
    { 
        var softwareTokenRequest = new AssociateSoftwareTokenRequest 
        { 
            Session = session, 
        }; 

        var tokenResponse = await 
 _cognitoService.AssociateSoftwareTokenAsync(softwareTokenRequest); 
        var secretCode = tokenResponse.SecretCode; 

        Console.Write("Enter the following token into the authenticator: 
 {secretCode}"); 
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        return tokenResponse.Session; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NET API リファレンスの「AssociateSoftwareToken」
を参照してください。

C++

SDK for C++

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig; 
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file). 
        // clientConfig.region = "us-east-1"; 

    Aws::CognitoIdentityProvider::CognitoIdentityProviderClient 
 client(clientConfig); 

        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AssociateSoftwareTokenRequest request; 
        request.SetSession(session); 

        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AssociateSoftwareTokenOutcome outcome 
 = 
                client.AssociateSoftwareToken(request); 

        if (outcome.IsSuccess()) { 
            std::cout 
                    << "Enter this setup key into an authenticator app, for example 
 Google Authenticator." 
                    << std::endl; 
            std::cout << "Setup key: " << outcome.GetResult().GetSecretCode() 
                      << std::endl;
#ifdef USING_QR 
            printAsterisksLine(); 
            std::cout << "\nOr scan the QR code in the file '" << QR_CODE_PATH << 
 "." 
                      << std::endl; 

            saveQRCode(std::string("otpauth://totp/") + userName + "?secret=" + 
                       outcome.GetResult().GetSecretCode());
#endif // USING_QR 
            session = outcome.GetResult().GetSession(); 
        } 
        else { 
            std::cerr << "Error with 
 CognitoIdentityProvider::AssociateSoftwareToken. " 
                      << outcome.GetError().GetMessage() 
                      << std::endl; 
            return false; 
        }

• API の詳細については、AWS SDK for C++ API リファレンスの「AssociateSoftwareToken」を
参照してください。
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Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static String getSecretForAppMFA(CognitoIdentityProviderClient 
 identityProviderClient, String session) { 
        AssociateSoftwareTokenRequest softwareTokenRequest = 
 AssociateSoftwareTokenRequest.builder() 
            .session(session) 
            .build(); 

        AssociateSoftwareTokenResponse tokenResponse = 
 identityProviderClient.associateSoftwareToken(softwareTokenRequest) ; 
        String secretCode = tokenResponse.secretCode(); 
        System.out.println("Enter this token into Google Authenticator"); 
        System.out.println(secretCode); 
        return tokenResponse.session(); 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.x API リファレンスの
「AssociateSoftwareToken」を参照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

const associateSoftwareToken = async (session) => { 
  const client = createClientForDefaultRegion(CognitoIdentityProviderClient); 
  const command = new AssociateSoftwareTokenCommand({ 
    Session: session, 
  }); 

  return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScript API リファレンスの
「AssociateSoftwareToken」を参照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
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Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun getSecretForAppMFA(sessionVal: String?): String? { 
    val softwareTokenRequest = AssociateSoftwareTokenRequest { 
        session = sessionVal 
    } 

    CognitoIdentityProviderClient { region = "us-east-1" }.use 
 { identityProviderClient -> 
        val tokenResponse = 
 identityProviderClient.associateSoftwareToken(softwareTokenRequest) 
        val secretCode = tokenResponse.secretCode 
        println("Enter this token into Google Authenticator") 
        println(secretCode) 
        return tokenResponse.session 
    }
}

• API の詳細については、AWS SDK for Kotlin API リファレンスの「AssociateSoftwareToken」
を参照してください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

class CognitoIdentityProviderWrapper: 
    """Encapsulates Amazon Cognito actions""" 
    def __init__(self, cognito_idp_client, user_pool_id, client_id, 
 client_secret=None): 
        """ 
        :param cognito_idp_client: A Boto3 Amazon Cognito Identity Provider client. 
        :param user_pool_id: The ID of an existing Amazon Cognito user pool. 
        :param client_id: The ID of a client application registered with the user 
 pool. 
        :param client_secret: The client secret, if the client has a secret. 
        """ 
        self.cognito_idp_client = cognito_idp_client 
        self.user_pool_id = user_pool_id 
        self.client_id = client_id 
        self.client_secret = client_secret 

    def get_mfa_secret(self, session): 
        """ 
        Gets a token that can be used to associate an MFA application with the 
 user. 

        :param session: Session information returned from a previous call to 
 initiate 
                        authentication. 
        :return: An MFA token that can be used to set up an MFA application. 
        """ 
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        try: 
            response = 
 self.cognito_idp_client.associate_software_token(Session=session) 
        except ClientError as err: 
            logger.error( 
                "Couldn't get MFA secret. Here's why: %s: %s", 
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message']) 
            raise 
        else: 
            response.pop('ResponseMetadata', None) 
            return response

• API の詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンスの
「AssociateSoftwareToken」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「このサービスを AWS SDK で使
用する (p. 4)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して Amazon Cognito ユーザーに関する情報を
取得する
次のコード例は、Amazon Cognito ユーザーに関する情報を取得する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Get the specified user from an Amazon Cognito user pool with administrator 
 access. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The name of the user.</param> 
    /// <param name="poolId">The Id of the Amazon Cognito user pool.</param> 
    /// <returns></returns> 
    public async Task<UserStatusType> GetAdminUserAsync(string userName, string 
 poolId) 
    { 
        AdminGetUserRequest userRequest = new AdminGetUserRequest 
        { 
            Username = userName, 
            UserPoolId = poolId, 
        }; 

        var response = await _cognitoService.AdminGetUserAsync(userRequest); 

        Console.WriteLine($"User status {response.UserStatus}"); 
        return response.UserStatus; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NET API リファレンスの「AdminGetUser」を参照して
ください。
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C++

SDK for C++

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig; 
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file). 
        // clientConfig.region = "us-east-1"; 

    Aws::CognitoIdentityProvider::CognitoIdentityProviderClient 
 client(clientConfig); 

    Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AdminGetUserRequest request; 
    request.SetUsername(userName); 
    request.SetUserPoolId(userPoolID); 

    Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AdminGetUserOutcome outcome = 
            client.AdminGetUser(request); 

    if (outcome.IsSuccess()) { 
        std::cout << "The status for " << userName << " is " << 
                  
 Aws::CognitoIdentityProvider::Model::UserStatusTypeMapper::GetNameForUserStatusType( 
                          outcome.GetResult().GetUserStatus()) << std::endl; 
        std::cout << "Enabled is " << outcome.GetResult().GetEnabled() << 
 std::endl; 
    } 
    else { 
        std::cerr << "Error with CognitoIdentityProvider::AdminGetUser. " 
                  << outcome.GetError().GetMessage() 
                  << std::endl; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for C++ API リファレンスの「AdminGetUser」を参照して
ください。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void getAdminUser(CognitoIdentityProviderClient 
 identityProviderClient, String userName, String poolId) { 
        try { 
            AdminGetUserRequest userRequest = AdminGetUserRequest.builder() 
                .username(userName) 
                .userPoolId(poolId) 
                .build(); 

            AdminGetUserResponse response = 
 identityProviderClient.adminGetUser(userRequest); 
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            System.out.println("User status "+response.userStatusAsString()); 

        } catch (CognitoIdentityProviderException e){ 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.x API リファレンスの「AdminGetUser」を参照し
てください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

const adminGetUser = async ({ userPoolId, username }) => { 
  const client = createClientForDefaultRegion(CognitoIdentityProviderClient); 

  const command = new AdminGetUserCommand({ 
    UserPoolId: userPoolId, 
    Username: username, 
  }); 

  return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScript API リファレンスの「AdminGetUser」を参照
してください。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun getAdminUser(userNameVal: String?, poolIdVal: String?) { 
    val userRequest = AdminGetUserRequest { 
        username = userNameVal 
        userPoolId = poolIdVal 
    } 

    CognitoIdentityProviderClient { region = "us-east-1" }.use 
 { identityProviderClient -> 
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        val response = identityProviderClient.adminGetUser(userRequest) 
        println("User status ${response.userStatus}") 
    }
}

• API の詳細については、AWS SDK for Kotlin API リファレンスの「AdminGetUser」を参照して
ください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

class CognitoIdentityProviderWrapper: 
    """Encapsulates Amazon Cognito actions""" 
    def __init__(self, cognito_idp_client, user_pool_id, client_id, 
 client_secret=None): 
        """ 
        :param cognito_idp_client: A Boto3 Amazon Cognito Identity Provider client. 
        :param user_pool_id: The ID of an existing Amazon Cognito user pool. 
        :param client_id: The ID of a client application registered with the user 
 pool. 
        :param client_secret: The client secret, if the client has a secret. 
        """ 
        self.cognito_idp_client = cognito_idp_client 
        self.user_pool_id = user_pool_id 
        self.client_id = client_id 
        self.client_secret = client_secret 

    def sign_up_user(self, user_name, password, user_email): 
        """ 
        Signs up a new user with Amazon Cognito. This action prompts Amazon Cognito 
        to send an email to the specified email address. The email contains a code 
 that 
        can be used to confirm the user. 

        When the user already exists, the user status is checked to determine 
 whether 
        the user has been confirmed. 

        :param user_name: The user name that identifies the new user. 
        :param password: The password for the new user. 
        :param user_email: The email address for the new user. 
        :return: True when the user is already confirmed with Amazon Cognito. 
                 Otherwise, false. 
        """ 
        try: 
            kwargs = { 
                'ClientId': self.client_id, 'Username': user_name, 'Password': 
 password, 
                'UserAttributes': [{'Name': 'email', 'Value': user_email}]} 
            if self.client_secret is not None: 
                kwargs['SecretHash'] = self._secret_hash(user_name) 
            response = self.cognito_idp_client.sign_up(**kwargs) 
            confirmed = response['UserConfirmed'] 
        except ClientError as err: 
            if err.response['Error']['Code'] == 'UsernameExistsException': 
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                response = self.cognito_idp_client.admin_get_user( 
                    UserPoolId=self.user_pool_id, Username=user_name) 
                logger.warning("User %s exists and is %s.", user_name, 
 response['UserStatus']) 
                confirmed = response['UserStatus'] == 'CONFIRMED' 
            else: 
                logger.error( 
                    "Couldn't sign up %s. Here's why: %s: %s", user_name, 
                    err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message']) 
                raise 
        return confirmed

• API の詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンスの「AdminGetUser」を
参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「このサービスを AWS SDK で使
用する (p. 4)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して Amazon Cognito ユーザープールを一覧表
示する
以下のコード例は、Amazon Cognito ユーザープールを一覧表示する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// List the Amazon Cognito user pools for an account. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list of UserPoolDescriptionType objects.</returns> 
    public async Task<List<UserPoolDescriptionType>> ListUserPoolsAsync() 
    { 
        var userPools = new List<UserPoolDescriptionType>(); 

        var userPoolsPaginator = _cognitoService.Paginators.ListUserPools(new 
 ListUserPoolsRequest()); 

        await foreach (var response in userPoolsPaginator.Responses) 
        { 
            userPools.AddRange(response.UserPools); 
        } 

        return userPools; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「ListUserPools」を参照
してください。
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Rust

SDK for Rust

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変更される場合
があり、本稼働環境では使用しないでください。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

async fn show_pools(client: &Client) -> Result<(), Error> { 
    let response = client.list_user_pools().max_results(10).send().await?; 
    if let Some(pools) = response.user_pools() { 
        println!("User pools:"); 
        for pool in pools { 
            println!("  ID:              {}", pool.id().unwrap_or_default()); 
            println!("  Name:            {}", pool.name().unwrap_or_default()); 
            println!("  Status:          {:?}", pool.status()); 
            println!("  Lambda Config:   {:?}", pool.lambda_config().unwrap()); 
            println!( 
                "  Last modified:   {}", 
                pool.last_modified_date().unwrap().to_chrono_utc()? 
            ); 
            println!( 
                "  Creation date:   {:?}", 
                pool.creation_date().unwrap().to_chrono_utc() 
            ); 
            println!(); 
        } 
    } 
    println!("Next token: {}", response.next_token().unwrap_or_default()); 

    Ok(())
}

• API の詳細については、AWS SDK for Rust API リファレンスの「ListUserPools」を参照してく
ださい。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「このサービスを AWS SDK で使
用する (p. 4)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して Amazon Cognito ユーザーを一覧表示する
次のコード例は、Amazon Cognito ユーザーを一覧表示する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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    /// <summary> 
    /// Get a list of users for the Amazon Cognito user pool. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userPoolId">The user pool Id.</param> 
    /// <returns>A list of users.</returns> 
    public async Task<List<UserType>> ListUsersAsync(string userPoolId) 
    { 
        var request = new ListUsersRequest 
        { 
            UserPoolId = userPoolId 
        }; 

        var users = new List<UserType>(); 

        var usersPaginator = _cognitoService.Paginators.ListUsers(request); 
        await foreach (var response in usersPaginator.Responses) 
        { 
            users.AddRange(response.Users); 
        } 

        return users; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「ListUsers」を参照して
ください。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void listAllUsers(CognitoIdentityProviderClient cognitoClient, 
 String userPoolId ) { 
        try { 
            ListUsersRequest usersRequest = ListUsersRequest.builder() 
                .userPoolId(userPoolId) 
                .build(); 

            ListUsersResponse response = cognitoClient.listUsers(usersRequest); 
            response.users().forEach(user -> { 
                System.out.println("User " + user.username() + " Status " + 
 user.userStatus() + " Created " + user.userCreateDate() ); 
            }); 

        } catch (CognitoIdentityProviderException e){ 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    // Shows how to list users by using a filter. 
    public static void listUsersFilter(CognitoIdentityProviderClient cognitoClient, 
 String userPoolId ) { 

        try { 
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            String filter = "email = \"tblue@noserver.com\""; 
            ListUsersRequest usersRequest = ListUsersRequest.builder() 
                .userPoolId(userPoolId) 
                .filter(filter) 
                .build(); 

            ListUsersResponse response = cognitoClient.listUsers(usersRequest); 
            response.users().forEach(user -> { 
                System.out.println("User with filter applied " + user.username() + 
 " Status " + user.userStatus() + " Created " + user.userCreateDate() ); 
            }); 

        } catch (CognitoIdentityProviderException e){ 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の「ListUsers」を参照し
てください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

const listUsers = async ({ userPoolId }) => { 
  const client = createClientForDefaultRegion(CognitoIdentityProviderClient); 

  const command = new ListUsersCommand({ 
    UserPoolId: userPoolId, 
  }); 

  return client.send(command);
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「ListUsers」を参照
してください。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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suspend fun listAllUsers(userPoolId: String) { 

    val request = ListUsersRequest { 
        this.userPoolId = userPoolId 
    } 

    CognitoIdentityProviderClient { region = "us-east-1" }.use { cognitoClient -> 
        val response = cognitoClient.listUsers(request) 
        response.users?.forEach { user -> 
            println("The user name is ${user.username}") 
        } 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の「ListUsers」を参照して
ください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

class CognitoIdentityProviderWrapper: 
    """Encapsulates Amazon Cognito actions""" 
    def __init__(self, cognito_idp_client, user_pool_id, client_id, 
 client_secret=None): 
        """ 
        :param cognito_idp_client: A Boto3 Amazon Cognito Identity Provider client. 
        :param user_pool_id: The ID of an existing Amazon Cognito user pool. 
        :param client_id: The ID of a client application registered with the user 
 pool. 
        :param client_secret: The client secret, if the client has a secret. 
        """ 
        self.cognito_idp_client = cognito_idp_client 
        self.user_pool_id = user_pool_id 
        self.client_id = client_id 
        self.client_secret = client_secret 

    def list_users(self): 
        """ 
        Returns a list of the users in the current user pool. 

        :return: The list of users. 
        """ 
        try: 
            response = 
 self.cognito_idp_client.list_users(UserPoolId=self.user_pool_id) 
            users = response['Users'] 
        except ClientError as err: 
            logger.error( 
                "Couldn't list users for %s. Here's why: %s: %s", 
 self.user_pool_id, 
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message']) 
            raise 
        else: 
            return users
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• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の「ListUsers」を
参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「このサービスを AWS SDK で使
用する (p. 4)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して Amazon Cognito 確認コードを再送信する
次のコード例は、Amazon Cognito 確認コードを再送信する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Send a new confirmation code to a user. 
    /// </summary> 
    /// <param name="clientId">The Id of the client application.</param> 
    /// <param name="userName">The username of user who will receive the code.</
param> 
    /// <returns></returns> 
    public async Task<CodeDeliveryDetailsType> ResendConfirmationCodeAsync(string 
 clientId, string userName) 
    { 
        var codeRequest = new ResendConfirmationCodeRequest 
        { 
            ClientId = clientId, 
            Username = userName, 
        }; 

        var response = await 
 _cognitoService.ResendConfirmationCodeAsync(codeRequest); 

        Console.WriteLine($"Method of delivery is 
 {response.CodeDeliveryDetails.DeliveryMedium}"); 

        return response.CodeDeliveryDetails; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NET API リファレンスの「ResendConfirmationCode」
を参照してください。

C++

SDK for C++
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig; 
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file). 
        // clientConfig.region = "us-east-1"; 

    Aws::CognitoIdentityProvider::CognitoIdentityProviderClient 
 client(clientConfig); 

        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::ResendConfirmationCodeRequest request; 
        request.SetUsername(userName); 
        request.SetClientId(clientID); 

        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::ResendConfirmationCodeOutcome outcome 
 = 
                client.ResendConfirmationCode(request); 

        if (outcome.IsSuccess()) { 
            std::cout 
                    << "CognitoIdentityProvider::ResendConfirmationCode was 
 successful." 
                    << std::endl; 
        } 
        else { 
            std::cerr << "Error with 
 CognitoIdentityProvider::ResendConfirmationCode. " 
                      << outcome.GetError().GetMessage() 
                      << std::endl; 
            return false; 
        }

• API の詳細については、AWS SDK for C++ API リファレンスの「ResendConfirmationCode」
を参照してください。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void resendConfirmationCode(CognitoIdentityProviderClient 
 identityProviderClient, String clientId, String userName) { 
        try { 
            ResendConfirmationCodeRequest codeRequest = 
 ResendConfirmationCodeRequest.builder() 
                .clientId(clientId) 
                .username(userName) 
                .build(); 

            ResendConfirmationCodeResponse response = 
 identityProviderClient.resendConfirmationCode(codeRequest); 
            System.out.println("Method of delivery is 
 "+response.codeDeliveryDetails().deliveryMediumAsString()); 

        } catch(CognitoIdentityProviderException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
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    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.x API リファレンスの
「ResendConfirmationCode」を参照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

const resendConfirmationCode = async ({ clientId, username }) => { 
  const client = createClientForDefaultRegion(CognitoIdentityProviderClient); 

  const command = new ResendConfirmationCodeCommand({ 
    ClientId: clientId, 
    Username: username 
  }); 

  return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScript API リファレンスの
「ResendConfirmationCode」を参照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun resendConfirmationCode(clientIdVal: String?, userNameVal: String?) { 
    val codeRequest = ResendConfirmationCodeRequest { 
        clientId = clientIdVal 
        username = userNameVal 
    } 

    CognitoIdentityProviderClient { region = "us-east-1" }.use 
 { identityProviderClient -> 
        val response = identityProviderClient.resendConfirmationCode(codeRequest) 
        println("Method of delivery is " + 
 (response.codeDeliveryDetails?.deliveryMedium)) 
    }
}
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• API の詳細については、AWS SDK for Kotlin API リファレンスの「ResendConfirmationCode」
を参照してください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

class CognitoIdentityProviderWrapper: 
    """Encapsulates Amazon Cognito actions""" 
    def __init__(self, cognito_idp_client, user_pool_id, client_id, 
 client_secret=None): 
        """ 
        :param cognito_idp_client: A Boto3 Amazon Cognito Identity Provider client. 
        :param user_pool_id: The ID of an existing Amazon Cognito user pool. 
        :param client_id: The ID of a client application registered with the user 
 pool. 
        :param client_secret: The client secret, if the client has a secret. 
        """ 
        self.cognito_idp_client = cognito_idp_client 
        self.user_pool_id = user_pool_id 
        self.client_id = client_id 
        self.client_secret = client_secret 

    def resend_confirmation(self, user_name): 
        """ 
        Prompts Amazon Cognito to resend an email with a new confirmation code. 

        :param user_name: The name of the user who will receive the email. 
        :return: Delivery information about where the email is sent. 
        """ 
        try: 
            kwargs = { 
                'ClientId': self.client_id, 'Username': user_name} 
            if self.client_secret is not None: 
                kwargs['SecretHash'] = self._secret_hash(user_name) 
            response = self.cognito_idp_client.resend_confirmation_code(**kwargs) 
            delivery = response['CodeDeliveryDetails'] 
        except ClientError as err: 
            logger.error( 
                "Couldn't resend confirmation to %s. Here's why: %s: %s", 
 user_name, 
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message']) 
            raise 
        else: 
            return delivery

• API の詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンスの
「ResendConfirmationCode」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「このサービスを AWS SDK で使
用する (p. 4)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。
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AWS SDK を使用して Amazon Cognito SRP 認証チャレンジに応
答する
次のコード例は、Amazon Cognito SRP 認証チャレンジに応答する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Respond to an authentication challenge. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The name of the user.</param> 
    /// <param name="clientId">The client Id.</param> 
    /// <param name="mfaCode">The multi-factor authentication code.</param> 
    /// <param name="session">The current application session.</param> 
    /// <returns>An async Task.</returns> 
    public async Task<AuthenticationResultType> RespondToAuthChallengeAsync(string 
 userName, string clientId, string mfaCode, string session) 
    { 
        Console.WriteLine("SOFTWARE_TOKEN_MFA challenge is generated"); 

        var challengeResponses = new Dictionary<string, string>(); 
        challengeResponses.Add("USERNAME", userName); 
        challengeResponses.Add("SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE", mfaCode); 

        var respondToAuthChallengeRequest = new RespondToAuthChallengeRequest 
        { 
            ChallengeName = ChallengeNameType.SOFTWARE_TOKEN_MFA, 
            ClientId = clientId, 
            ChallengeResponses = challengeResponses, 
            Session = session 
        }; 

        var response = await 
 _cognitoService.RespondToAuthChallengeAsync(respondToAuthChallengeRequest); 
        Console.WriteLine($"Response to Authentication 
 {response.AuthenticationResult}"); 
        return response.AuthenticationResult; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NET API リファレンスの「RespondToAuthChallenge」
を参照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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const respondToAuthChallenge = async ({ 
  clientId, 
  username, 
  session, 
  userPoolId, 
  code,
}) => { 
  const client = createClientForDefaultRegion(CognitoIdentityProviderClient); 

  const command = new RespondToAuthChallengeCommand({ 
    ChallengeName: ChallengeNameType.SOFTWARE_TOKEN_MFA, 
    ChallengeResponses: { 
      SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE: code, 
      USERNAME: username, 
    }, 
    ClientId: clientId, 
    UserPoolId: userPoolId, 
    Session: session, 
  }); 

  return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScript API リファレンスの
「RespondToAuthChallenge」を参照してください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

追跡対象デバイスでサインインします。サインインを完了するには、クライアントはセキュアリ
モートパスワード (SRP) チャレンジに正しく応答する必要があります。

class CognitoIdentityProviderWrapper: 
    """Encapsulates Amazon Cognito actions""" 
    def __init__(self, cognito_idp_client, user_pool_id, client_id, 
 client_secret=None): 
        """ 
        :param cognito_idp_client: A Boto3 Amazon Cognito Identity Provider client. 
        :param user_pool_id: The ID of an existing Amazon Cognito user pool. 
        :param client_id: The ID of a client application registered with the user 
 pool. 
        :param client_secret: The client secret, if the client has a secret. 
        """ 
        self.cognito_idp_client = cognito_idp_client 
        self.user_pool_id = user_pool_id 
        self.client_id = client_id 
        self.client_secret = client_secret 

    def sign_in_with_tracked_device( 
            self, user_name, password, device_key, device_group_key, 
 device_password, 
            aws_srp): 
        """ 
        Signs in to Amazon Cognito as a user who has a tracked device. Signing in 
        with a tracked device lets a user sign in without entering a new MFA code. 
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        Signing in with a tracked device requires that the client respond to the 
 SRP 
        protocol. The scenario associated with this example uses the warrant 
 package 
        to help with SRP calculations. 

        For more information on SRP, see https://en.wikipedia.org/wiki/
Secure_Remote_Password_protocol. 

        :param user_name: The user that is associated with the device. 
        :param password: The user's password. 
        :param device_key: The key of a tracked device. 
        :param device_group_key: The group key of a tracked device. 
        :param device_password: The password that is associated with the device. 
        :param aws_srp: A class that helps with SRP calculations. The scenario 
                        associated with this example uses the warrant package. 
        :return: The result of the authentication. When successful, this contains 
 an 
                 access token for the user. 
        """ 
        try: 
            srp_helper = aws_srp.AWSSRP( 
                username=user_name, password=device_password, 
                pool_id='_', client_id=self.client_id, client_secret=None, 
                client=self.cognito_idp_client) 

            response_init = self.cognito_idp_client.initiate_auth( 
                ClientId=self.client_id, AuthFlow='USER_PASSWORD_AUTH', 
                AuthParameters={ 
                    'USERNAME': user_name, 'PASSWORD': password, 'DEVICE_KEY': 
 device_key}) 
            if response_init['ChallengeName'] != 'DEVICE_SRP_AUTH': 
                raise RuntimeError( 
                    f"Expected DEVICE_SRP_AUTH challenge but got 
 {response_init['ChallengeName']}.") 

            auth_params = srp_helper.get_auth_params() 
            auth_params['DEVICE_KEY'] = device_key 
            response_auth = self.cognito_idp_client.respond_to_auth_challenge( 
                ClientId=self.client_id, 
                ChallengeName='DEVICE_SRP_AUTH', 
                ChallengeResponses=auth_params 
            ) 
            if response_auth['ChallengeName'] != 'DEVICE_PASSWORD_VERIFIER': 
                raise RuntimeError( 
                    f"Expected DEVICE_PASSWORD_VERIFIER challenge but got " 
                    f"{response_init['ChallengeName']}.") 

            challenge_params = response_auth['ChallengeParameters'] 
            challenge_params['USER_ID_FOR_SRP'] = device_group_key + device_key 
            cr = srp_helper.process_challenge(challenge_params) 
            cr['USERNAME'] = user_name 
            cr['DEVICE_KEY'] = device_key 
            response_verifier = self.cognito_idp_client.respond_to_auth_challenge( 
                ClientId=self.client_id, 
                ChallengeName='DEVICE_PASSWORD_VERIFIER', 
                ChallengeResponses=cr) 
            auth_tokens = response_verifier['AuthenticationResult'] 
        except ClientError as err: 
            logger.error( 
                "Couldn't start client sign in for %s. Here's why: %s: %s", 
 user_name, 
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message']) 
            raise 
        else: 
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            return auth_tokens

• API の詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンスの
「RespondToAuthChallenge」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「このサービスを AWS SDK で使
用する (p. 4)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して Amazon Cognito 認証チャレンジに応答す
る
次のコード例は、Amazon Cognito 認証チャレンジに応答する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public async Task<AuthenticationResultType> 
 AdminRespondToAuthChallengeAsync(string userPoolId, string userName, string 
 clientId, string mfaCode, string session) 
    { 
        var challengeResponses = new Dictionary<string, string>(); 
        challengeResponses.Add("USERNAME", userName); 
        challengeResponses.Add("SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE", mfaCode); 

        var request = new AdminRespondToAuthChallengeRequest 
        { 
            ClientId = clientId, 
            UserPoolId = userPoolId, 
            ChallengeResponses = challengeResponses, 
            Session = session 
        }; 

        var response = await 
 _cognitoService.AdminRespondToAuthChallengeAsync(request); 
        return response.AuthenticationResult; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NET API リファレンスの
「AdminRespondToAuthChallenge」を参照してください。

C++

SDK for C++
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig; 
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file). 
        // clientConfig.region = "us-east-1"; 

    Aws::CognitoIdentityProvider::CognitoIdentityProviderClient 
 client(clientConfig); 

        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AdminRespondToAuthChallengeRequest 
 request; 
        request.AddChallengeResponses("USERNAME", userName); 
        request.AddChallengeResponses("SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE", mfaCode); 
        request.SetChallengeName( 
                
 Aws::CognitoIdentityProvider::Model::ChallengeNameType::SOFTWARE_TOKEN_MFA); 
        request.SetClientId(clientID); 
        request.SetUserPoolId(userPoolID); 
        request.SetSession(session); 

        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AdminRespondToAuthChallengeOutcome 
 outcome = 
                client.AdminRespondToAuthChallenge(request); 

        if (outcome.IsSuccess()) { 
            std::cout << "Here is the response to the challenge.\n" << 
                      
 outcome.GetResult().GetAuthenticationResult().Jsonize().View().WriteReadable() 
                      << std::endl; 

            accessToken = 
 outcome.GetResult().GetAuthenticationResult().GetAccessToken(); 
        } 
        else { 
            std::cerr << "Error with 
 CognitoIdentityProvider::AdminRespondToAuthChallenge. " 
                      << outcome.GetError().GetMessage() 
                      << std::endl; 
            return false; 
        }

• API の詳細については、AWS SDK for C++ API リファレンスの
「AdminRespondToAuthChallenge」を参照してください。

Java

SDK for Java 2.x
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    // Respond to an authentication challenge. 
    public static void adminRespondToAuthChallenge(CognitoIdentityProviderClient 
 identityProviderClient, String userName, String clientId, String mfaCode, String 
 session) { 
        System.out.println("SOFTWARE_TOKEN_MFA challenge is generated"); 
        Map<String, String> challengeResponses = new HashMap<>(); 

        challengeResponses.put("USERNAME", userName); 
        challengeResponses.put("SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE", mfaCode); 
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        AdminRespondToAuthChallengeRequest respondToAuthChallengeRequest = 
 AdminRespondToAuthChallengeRequest.builder() 
            .challengeName(ChallengeNameType.SOFTWARE_TOKEN_MFA) 
            .clientId(clientId) 
            .challengeResponses(challengeResponses) 
            .session(session) 
            .build(); 

        AdminRespondToAuthChallengeResponse respondToAuthChallengeResult = 
 identityProviderClient.adminRespondToAuthChallenge(respondToAuthChallengeRequest); 
        System.out.println("respondToAuthChallengeResult.getAuthenticationResult()" 
 + respondToAuthChallengeResult.authenticationResult()); 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.x API リファレンスの
「AdminRespondToAuthChallenge」を参照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

const adminRespondToAuthChallenge = async ({ 
  userPoolId, 
  clientId, 
  username, 
  totp, 
  session,
}) => { 
  const client = createClientForDefaultRegion(CognitoIdentityProviderClient); 
  const command = new AdminRespondToAuthChallengeCommand({ 
    ChallengeName: ChallengeNameType.SOFTWARE_TOKEN_MFA, 
    ChallengeResponses: { 
      SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE: totp, 
      USERNAME: username, 
    }, 
    ClientId: clientId, 
    UserPoolId: userPoolId, 
    Session: session, 
  }); 

  return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScript API リファレンスの
「AdminRespondToAuthChallenge」を参照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin
Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
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Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// Respond to an authentication challenge.
suspend fun adminRespondToAuthChallenge(userName: String, clientIdVal: String?, 
 mfaCode: String, sessionVal: String?) { 
    println("SOFTWARE_TOKEN_MFA challenge is generated") 
    val challengeResponsesOb = mutableMapOf<String, String>() 
    challengeResponsesOb["USERNAME"] = userName 
    challengeResponsesOb["SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE"] = mfaCode 

    val adminRespondToAuthChallengeRequest = AdminRespondToAuthChallengeRequest { 
        challengeName = ChallengeNameType.SoftwareTokenMfa 
        clientId = clientIdVal 
        challengeResponses = challengeResponsesOb 
        session = sessionVal 
    } 

    CognitoIdentityProviderClient { region = "us-east-1" }.use 
 { identityProviderClient -> 
        val respondToAuthChallengeResult = 
 identityProviderClient.adminRespondToAuthChallenge(adminRespondToAuthChallengeRequest) 
        println("respondToAuthChallengeResult.getAuthenticationResult() 
 ${respondToAuthChallengeResult.authenticationResult}") 
    }
}

• API の詳細については、AWS SDK for Kotlin API リファレンスの
「AdminRespondToAuthChallenge」を参照してください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

MFA のチャレンジに応答するには、関連する MFA アプリケーションによって生成されたコード
を入手します。

class CognitoIdentityProviderWrapper: 
    """Encapsulates Amazon Cognito actions""" 
    def __init__(self, cognito_idp_client, user_pool_id, client_id, 
 client_secret=None): 
        """ 
        :param cognito_idp_client: A Boto3 Amazon Cognito Identity Provider client. 
        :param user_pool_id: The ID of an existing Amazon Cognito user pool. 
        :param client_id: The ID of a client application registered with the user 
 pool. 
        :param client_secret: The client secret, if the client has a secret. 
        """ 
        self.cognito_idp_client = cognito_idp_client 
        self.user_pool_id = user_pool_id 
        self.client_id = client_id 
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        self.client_secret = client_secret 

    def respond_to_mfa_challenge(self, user_name, session, mfa_code): 
        """ 
        Responds to a challenge for an MFA code. This completes the second step of 
        a two-factor sign-in. When sign-in is successful, it returns an access 
 token 
        that can be used to get AWS credentials from Amazon Cognito. 

        :param user_name: The name of the user who is signing in. 
        :param session: Session information returned from a previous call to 
 initiate 
                        authentication. 
        :param mfa_code: A code generated by the associated MFA application. 
        :return: The result of the authentication. When successful, this contains 
 an 
                 access token for the user. 
        """ 
        try: 
            kwargs = { 
                'UserPoolId': self.user_pool_id, 
                'ClientId': self.client_id, 
                'ChallengeName': 'SOFTWARE_TOKEN_MFA', 'Session': session, 
                'ChallengeResponses': { 
                    'USERNAME': user_name, 'SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE': mfa_code}} 
            if self.client_secret is not None: 
                kwargs['ChallengeResponses']['SECRET_HASH'] = 
 self._secret_hash(user_name) 
            response = 
 self.cognito_idp_client.admin_respond_to_auth_challenge(**kwargs) 
            auth_result = response['AuthenticationResult'] 
        except ClientError as err: 
            if err.response['Error']['Code'] == 'ExpiredCodeException': 
                logger.warning( 
                    "Your MFA code has expired or has been used already. You might 
 have " 
                    "to wait a few seconds until your app shows you a new code.") 
            else: 
                logger.error( 
                    "Couldn't respond to mfa challenge for %s. Here's why: %s: %s", 
 user_name, 
                    err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message']) 
                raise 
        else: 
            return auth_result

• API の詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンスの
「AdminRespondToAuthChallenge」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「このサービスを AWS SDK で使
用する (p. 4)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して Amazon Cognito にユーザーをサインアッ
プする
次のコード例は、ユーザーを Amazon Cognito にサインアップする方法を示しています。
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.NET

AWS SDK for .NET
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Sign up a new user. 
    /// </summary> 
    /// <param name="clientId">The client Id of the application.</param> 
    /// <param name="userName">The username to use.</param> 
    /// <param name="password">The user's password.</param> 
    /// <param name="email">The email address of the user.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating whether the user was confirmed.</
returns> 
    public async Task<bool> SignUpAsync(string clientId, string userName, string 
 password, String email) 
    { 
        var userAttrs = new AttributeType 
        { 
            Name = "email", 
            Value = email, 
        }; 

        var userAttrsList = new List<AttributeType>(); 

        userAttrsList.Add(userAttrs); 

        var signUpRequest = new SignUpRequest 
        { 
            UserAttributes = userAttrsList, 
            Username = userName, 
            ClientId = clientId, 
            Password = password 
        }; 

        var response = await _cognitoService.SignUpAsync(signUpRequest); 
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NET API リファレンスの「SignUp」を参照してくださ
い。

C++

SDK for C++
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig; 
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file). 
        // clientConfig.region = "us-east-1"; 
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    Aws::CognitoIdentityProvider::CognitoIdentityProviderClient 
 client(clientConfig); 

        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::SignUpRequest request; 
        request.AddUserAttributes( 
                Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AttributeType().WithName( 
                        "email").WithValue(email)); 
        request.SetUsername(userName); 
        request.SetPassword(password); 
        request.SetClientId(clientID); 
        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::SignUpOutcome outcome = 
                client.SignUp(request); 

        if (outcome.IsSuccess()) { 
            std::cout << "The signup request for " << userName << " was 
 successful." 
                      << std::endl; 
        } 
        else if (outcome.GetError().GetErrorType() == 
                 
 Aws::CognitoIdentityProvider::CognitoIdentityProviderErrors::USERNAME_EXISTS) { 
            std::cout 
                    << "The username already exists. Please enter a different 
 username." 
                    << std::endl; 
            userExists = true; 
        } 
        else { 
            std::cerr << "Error with CognitoIdentityProvider::SignUpRequest. " 
                      << outcome.GetError().GetMessage() 
                      << std::endl; 
            return false; 
        }

• API の詳細については、AWS SDK for C++ API リファレンスの「SignUp」を参照してくださ
い。

Java

SDK for Java 2.x
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void signUp(CognitoIdentityProviderClient identityProviderClient, 
 String clientId, String userName, String password, String email) { 
        AttributeType userAttrs = AttributeType.builder() 
            .name("email") 
            .value(email) 
            .build(); 

        List<AttributeType> userAttrsList = new ArrayList<>(); 
        userAttrsList.add(userAttrs); 
        try { 
            SignUpRequest signUpRequest = SignUpRequest.builder() 
                .userAttributes(userAttrsList) 
                .username(userName) 
                .clientId(clientId) 
                .password(password) 
                .build(); 
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            identityProviderClient.signUp(signUpRequest); 
            System.out.println("User has been signed up "); 

        } catch(CognitoIdentityProviderException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.x API リファレンスの「SignUp」を参照してくだ
さい。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

const signUp = async ({ clientId, username, password, email }) => { 
  const client = createClientForDefaultRegion(CognitoIdentityProviderClient); 

  const command = new SignUpCommand({ 
    ClientId: clientId, 
    Username: username, 
    Password: password, 
    UserAttributes: [{ Name: "email", Value: email }], 
  }); 

  return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScript API リファレンスの「SignUp」を参照してく
ださい。

Kotlin

SDK for Kotlin
Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun signUp(clientIdVal: String?, userNameVal: String?, passwordVal: 
 String?, emailVal: String?) { 
    val userAttrs = AttributeType { 
        name = "email" 
        value = emailVal 
    } 
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    val userAttrsList = mutableListOf<AttributeType>() 
    userAttrsList.add(userAttrs) 
    val signUpRequest = SignUpRequest { 
        userAttributes = userAttrsList 
        username = userNameVal 
        clientId = clientIdVal 
        password = passwordVal 
    } 

    CognitoIdentityProviderClient { region = "us-east-1" }.use 
 { identityProviderClient -> 
        identityProviderClient.signUp(signUpRequest) 
        println("User has been signed up") 
    }
}

• API の詳細については、AWS SDK for Kotlin API リファレンスの「SignUp」を参照してくださ
い。

Python

SDK for Python (Boto3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

class CognitoIdentityProviderWrapper: 
    """Encapsulates Amazon Cognito actions""" 
    def __init__(self, cognito_idp_client, user_pool_id, client_id, 
 client_secret=None): 
        """ 
        :param cognito_idp_client: A Boto3 Amazon Cognito Identity Provider client. 
        :param user_pool_id: The ID of an existing Amazon Cognito user pool. 
        :param client_id: The ID of a client application registered with the user 
 pool. 
        :param client_secret: The client secret, if the client has a secret. 
        """ 
        self.cognito_idp_client = cognito_idp_client 
        self.user_pool_id = user_pool_id 
        self.client_id = client_id 
        self.client_secret = client_secret 

    def sign_up_user(self, user_name, password, user_email): 
        """ 
        Signs up a new user with Amazon Cognito. This action prompts Amazon Cognito 
        to send an email to the specified email address. The email contains a code 
 that 
        can be used to confirm the user. 

        When the user already exists, the user status is checked to determine 
 whether 
        the user has been confirmed. 

        :param user_name: The user name that identifies the new user. 
        :param password: The password for the new user. 
        :param user_email: The email address for the new user. 
        :return: True when the user is already confirmed with Amazon Cognito. 
                 Otherwise, false. 
        """ 
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        try: 
            kwargs = { 
                'ClientId': self.client_id, 'Username': user_name, 'Password': 
 password, 
                'UserAttributes': [{'Name': 'email', 'Value': user_email}]} 
            if self.client_secret is not None: 
                kwargs['SecretHash'] = self._secret_hash(user_name) 
            response = self.cognito_idp_client.sign_up(**kwargs) 
            confirmed = response['UserConfirmed'] 
        except ClientError as err: 
            if err.response['Error']['Code'] == 'UsernameExistsException': 
                response = self.cognito_idp_client.admin_get_user( 
                    UserPoolId=self.user_pool_id, Username=user_name) 
                logger.warning("User %s exists and is %s.", user_name, 
 response['UserStatus']) 
                confirmed = response['UserStatus'] == 'CONFIRMED' 
            else: 
                logger.error( 
                    "Couldn't sign up %s. Here's why: %s: %s", user_name, 
                    err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message']) 
                raise 
        return confirmed

• API の詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンスの「SignUp」を参照し
てください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「このサービスを AWS SDK で使
用する (p. 4)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して Amazon Cognito によって追跡されている
デバイスで認証を開始する
次のコード例は、Amazon Cognito によって追跡されているデバイスを使用して認証を開始する方法を示
しています。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Initiate authorization. 
    /// </summary> 
    /// <param name="clientId">The client Id of the application.</param> 
    /// <param name="userName">The name of the user who is authenticating.</param> 
    /// <param name="password">The password for the user who is authenticating.</
param> 
    /// <returns>The response from the call to InitiateAuthAsync.</returns> 
    public async Task<InitiateAuthResponse> InitiateAuthAsync(string clientId, 
 string userName, string password) 
    { 
        var authParameters = new Dictionary<string, string>(); 
        authParameters.Add("USERNAME", userName); 
        authParameters.Add("PASSWORD", password); 
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        var authRequest = new InitiateAuthRequest 

        { 
            ClientId = clientId, 
            AuthParameters = authParameters, 
            AuthFlow = AuthFlowType.USER_PASSWORD_AUTH, 
        }; 

        var response = await _cognitoService.InitiateAuthAsync(authRequest); 
        Console.WriteLine($"Result Challenge is : {response.ChallengeName}"); 

        return response; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NET API リファレンスの「InitiateAuth」を参照してくだ
さい。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

const initiateAuth = async ({ username, password, clientId }) => { 
  const client = createClientForDefaultRegion(CognitoIdentityProviderClient); 

  const command = new InitiateAuthCommand({ 
    AuthFlow: AuthFlowType.USER_PASSWORD_AUTH, 
    AuthParameters: { 
      USERNAME: username, 
      PASSWORD: password, 
    }, 
    ClientId: clientId, 
  }); 

  return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScript API リファレンスの「InitiateAuth」を参照し
てください。

Python

SDK for Python (Boto3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

追跡対象デバイスでサインインします。サインインを完了するには、クライアントはセキュアリ
モートパスワード (SRP) チャレンジに正しく応答する必要があります。

class CognitoIdentityProviderWrapper: 
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    """Encapsulates Amazon Cognito actions""" 
    def __init__(self, cognito_idp_client, user_pool_id, client_id, 
 client_secret=None): 
        """ 
        :param cognito_idp_client: A Boto3 Amazon Cognito Identity Provider client. 
        :param user_pool_id: The ID of an existing Amazon Cognito user pool. 
        :param client_id: The ID of a client application registered with the user 
 pool. 
        :param client_secret: The client secret, if the client has a secret. 
        """ 
        self.cognito_idp_client = cognito_idp_client 
        self.user_pool_id = user_pool_id 
        self.client_id = client_id 
        self.client_secret = client_secret 

    def sign_in_with_tracked_device( 
            self, user_name, password, device_key, device_group_key, 
 device_password, 
            aws_srp): 
        """ 
        Signs in to Amazon Cognito as a user who has a tracked device. Signing in 
        with a tracked device lets a user sign in without entering a new MFA code. 

        Signing in with a tracked device requires that the client respond to the 
 SRP 
        protocol. The scenario associated with this example uses the warrant 
 package 
        to help with SRP calculations. 

        For more information on SRP, see https://en.wikipedia.org/wiki/
Secure_Remote_Password_protocol. 

        :param user_name: The user that is associated with the device. 
        :param password: The user's password. 
        :param device_key: The key of a tracked device. 
        :param device_group_key: The group key of a tracked device. 
        :param device_password: The password that is associated with the device. 
        :param aws_srp: A class that helps with SRP calculations. The scenario 
                        associated with this example uses the warrant package. 
        :return: The result of the authentication. When successful, this contains 
 an 
                 access token for the user. 
        """ 
        try: 
            srp_helper = aws_srp.AWSSRP( 
                username=user_name, password=device_password, 
                pool_id='_', client_id=self.client_id, client_secret=None, 
                client=self.cognito_idp_client) 

            response_init = self.cognito_idp_client.initiate_auth( 
                ClientId=self.client_id, AuthFlow='USER_PASSWORD_AUTH', 
                AuthParameters={ 
                    'USERNAME': user_name, 'PASSWORD': password, 'DEVICE_KEY': 
 device_key}) 
            if response_init['ChallengeName'] != 'DEVICE_SRP_AUTH': 
                raise RuntimeError( 
                    f"Expected DEVICE_SRP_AUTH challenge but got 
 {response_init['ChallengeName']}.") 

            auth_params = srp_helper.get_auth_params() 
            auth_params['DEVICE_KEY'] = device_key 
            response_auth = self.cognito_idp_client.respond_to_auth_challenge( 
                ClientId=self.client_id, 
                ChallengeName='DEVICE_SRP_AUTH', 
                ChallengeResponses=auth_params 
            ) 
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            if response_auth['ChallengeName'] != 'DEVICE_PASSWORD_VERIFIER': 
                raise RuntimeError( 
                    f"Expected DEVICE_PASSWORD_VERIFIER challenge but got " 
                    f"{response_init['ChallengeName']}.") 

            challenge_params = response_auth['ChallengeParameters'] 
            challenge_params['USER_ID_FOR_SRP'] = device_group_key + device_key 
            cr = srp_helper.process_challenge(challenge_params) 
            cr['USERNAME'] = user_name 
            cr['DEVICE_KEY'] = device_key 
            response_verifier = self.cognito_idp_client.respond_to_auth_challenge( 
                ClientId=self.client_id, 
                ChallengeName='DEVICE_PASSWORD_VERIFIER', 
                ChallengeResponses=cr) 
            auth_tokens = response_verifier['AuthenticationResult'] 
        except ClientError as err: 
            logger.error( 
                "Couldn't start client sign in for %s. Here's why: %s: %s", 
 user_name, 
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message']) 
            raise 
        else: 
            return auth_tokens

• API の詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンスの「InitiateAuth」を参
照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「このサービスを AWS SDK で使
用する (p. 4)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して Amazon Cognito と管理者認証情報による
認証を開始する
次のコード例は、Amazon Cognito と管理者認証情報を使用して認証を開始する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public async Task<string> AdminInitiateAuthAsync(string clientId, string 
 userPoolId, string userName, string password) 
    { 
        var authParameters = new Dictionary<string, string>(); 
        authParameters.Add("USERNAME", userName); 
        authParameters.Add("PASSWORD", password); 

        var request = new AdminInitiateAuthRequest 
        { 
            ClientId = clientId, 
            UserPoolId = userPoolId, 
            AuthParameters = authParameters, 
            AuthFlow = AuthFlowType.USER_PASSWORD_AUTH, 
        }; 
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        var response = await _cognitoService.AdminInitiateAuthAsync(request); 
        return response.Session; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NET API リファレンスの「AdminInitiateAuth」を参照し
てください。

C++

SDK for C++

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig; 
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file). 
        // clientConfig.region = "us-east-1"; 

    Aws::CognitoIdentityProvider::CognitoIdentityProviderClient 
 client(clientConfig); 

    Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AdminInitiateAuthRequest request; 
    request.SetClientId(clientID); 
    request.SetUserPoolId(userPoolID); 
    request.AddAuthParameters("USERNAME", userName); 
    request.AddAuthParameters("PASSWORD", password); 
    request.SetAuthFlow( 
            
 Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AuthFlowType::ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH); 

    Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AdminInitiateAuthOutcome outcome = 
            client.AdminInitiateAuth(request); 

    if (outcome.IsSuccess()) { 
        std::cout << "Call to AdminInitiateAuth was successful." << std::endl; 
        sessionResult = outcome.GetResult().GetSession(); 
    } 
    else { 
        std::cerr << "Error with CognitoIdentityProvider::AdminInitiateAuth. " 
                  << outcome.GetError().GetMessage() 
                  << std::endl; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for C++ API リファレンスの「AdminInitiateAuth」を参照し
てください。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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    public static AdminInitiateAuthResponse 
 initiateAuth(CognitoIdentityProviderClient identityProviderClient, String 
 clientId, String userName, String password, String userPoolId) { 
        try { 
            Map<String,String> authParameters = new HashMap<>(); 
            authParameters.put("USERNAME", userName); 
            authParameters.put("PASSWORD", password); 

            AdminInitiateAuthRequest authRequest = 
 AdminInitiateAuthRequest.builder() 
                .clientId(clientId) 
                .userPoolId(userPoolId) 
                .authParameters(authParameters) 
                .authFlow(AuthFlowType.ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH) 
                .build(); 

            AdminInitiateAuthResponse response = 
 identityProviderClient.adminInitiateAuth(authRequest); 
            System.out.println("Result Challenge is : " + 
 response.challengeName() ); 
            return response; 

        } catch(CognitoIdentityProviderException e) { 
               System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
               System.exit(1); 
        } 

        return null; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.x API リファレンスの「AdminInitiateAuth」を参
照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

const adminInitiateAuth = async ({ 
  clientId, 
  userPoolId, 
  username, 
  password,
}) => { 
  const client = createClientForDefaultRegion(CognitoIdentityProviderClient); 

  const command = new AdminInitiateAuthCommand({ 
    ClientId: clientId, 
    UserPoolId: userPoolId, 
    AuthFlow: AuthFlowType.ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH, 
    AuthParameters: { USERNAME: username, PASSWORD: password }, 
  }); 

  return client.send(command);
};
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• API の詳細については、AWS SDK for JavaScript API リファレンスの「AdminInitiateAuth」を
参照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun checkAuthMethod(clientIdVal: String, userNameVal: String, passwordVal: 
 String, userPoolIdVal: String): AdminInitiateAuthResponse { 
    val authParas = mutableMapOf<String, String>() 
    authParas["USERNAME"] = userNameVal 
    authParas["PASSWORD"] = passwordVal 

    val authRequest = AdminInitiateAuthRequest { 
        clientId = clientIdVal 
        userPoolId = userPoolIdVal 
        authParameters = authParas 
        authFlow = AuthFlowType.AdminUserPasswordAuth 
    } 

    CognitoIdentityProviderClient { region = "us-east-1" }.use 
 { identityProviderClient -> 
        val response = identityProviderClient.adminInitiateAuth(authRequest) 
        println("Result Challenge is ${response.challengeName}") 
        return response 
    }
}

• API の詳細については、AWS SDK for Kotlin API リファレンスの「AdminInitiateAuth」を参照
してください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

class CognitoIdentityProviderWrapper: 
    """Encapsulates Amazon Cognito actions""" 
    def __init__(self, cognito_idp_client, user_pool_id, client_id, 
 client_secret=None): 
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        """ 
        :param cognito_idp_client: A Boto3 Amazon Cognito Identity Provider client. 
        :param user_pool_id: The ID of an existing Amazon Cognito user pool. 
        :param client_id: The ID of a client application registered with the user 
 pool. 
        :param client_secret: The client secret, if the client has a secret. 
        """ 
        self.cognito_idp_client = cognito_idp_client 
        self.user_pool_id = user_pool_id 
        self.client_id = client_id 
        self.client_secret = client_secret 

    def start_sign_in(self, user_name, password): 
        """ 
        Starts the sign-in process for a user by using administrator credentials. 
        This method of signing in is appropriate for code running on a secure 
 server. 

        If the user pool is configured to require MFA and this is the first sign-in 
        for the user, Amazon Cognito returns a challenge response to set up an 
        MFA application. When this occurs, this function gets an MFA secret from 
        Amazon Cognito and returns it to the caller. 

        :param user_name: The name of the user to sign in. 
        :param password: The user's password. 
        :return: The result of the sign-in attempt. When sign-in is successful, 
 this 
                 returns an access token that can be used to get AWS credentials. 
 Otherwise, 
                 Amazon Cognito returns a challenge to set up an MFA application, 
                 or a challenge to enter an MFA code from a registered MFA 
 application. 
        """ 
        try: 
            kwargs = { 
                'UserPoolId': self.user_pool_id, 
                'ClientId': self.client_id, 
                'AuthFlow': 'ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH', 
                'AuthParameters': {'USERNAME': user_name, 'PASSWORD': password}} 
            if self.client_secret is not None: 
                kwargs['AuthParameters']['SECRET_HASH'] = 
 self._secret_hash(user_name) 
            response = self.cognito_idp_client.admin_initiate_auth(**kwargs) 
            challenge_name = response.get('ChallengeName', None) 
            if challenge_name == 'MFA_SETUP': 
                if 'SOFTWARE_TOKEN_MFA' in response['ChallengeParameters']
['MFAS_CAN_SETUP']: 
                    response.update(self.get_mfa_secret(response['Session'])) 
                else: 
                    raise RuntimeError( 
                        "The user pool requires MFA setup, but the user pool is not 
 " 
                        "configured for TOTP MFA. This example requires TOTP MFA.") 
        except ClientError as err: 
            logger.error( 
                "Couldn't start sign in for %s. Here's why: %s: %s", user_name, 
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message']) 
            raise 
        else: 
            response.pop('ResponseMetadata', None) 
            return response

• API の詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンスの
「AdminInitiateAuth」を参照してください。
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AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「このサービスを AWS SDK で使
用する (p. 4)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して Amazon Cognito ユーザーで MFA アプリ
ケーションを検証する
次のコード例は、Amazon Cognito ユーザーで MFA アプリケーションを検証する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Verify the TOTP and register for MFA. 
    /// </summary> 
    /// <param name="session">The name of the session.</param> 
    /// <param name="code">The MFA code.</param> 
    /// <returns>The status of the software token.</returns> 
    public async Task<VerifySoftwareTokenResponseType> 
 VerifySoftwareTokenAsync(string session, string code) 
    { 
        var tokenRequest = new VerifySoftwareTokenRequest 
        { 
            UserCode = code, 
            Session = session, 
        }; 

        var verifyResponse = await 
 _cognitoService.VerifySoftwareTokenAsync(tokenRequest); 

        return verifyResponse.Status; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NET API リファレンスの「VerifySoftwareToken」を参
照してください。

C++

SDK for C++

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig; 
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file). 
        // clientConfig.region = "us-east-1"; 
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    Aws::CognitoIdentityProvider::CognitoIdentityProviderClient 
 client(clientConfig); 

        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::VerifySoftwareTokenRequest request; 
        request.SetUserCode(userCode); 
        request.SetSession(session); 

        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::VerifySoftwareTokenOutcome outcome = 
                client.VerifySoftwareToken(request); 

        if (outcome.IsSuccess()) { 
            std::cout << "Verification of the code was successful." 
                      << std::endl; 
            session = outcome.GetResult().GetSession(); 
        } 
        else { 
            std::cerr << "Error with CognitoIdentityProvider::VerifySoftwareToken. 
 " 
                      << outcome.GetError().GetMessage() 
                      << std::endl; 
            return false; 
        }

• API の詳細については、AWS SDK for C++ API リファレンスの「VerifySoftwareToken」を参照
してください。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    // Verify the TOTP and register for MFA. 
    public static void verifyTOTP(CognitoIdentityProviderClient 
 identityProviderClient, String session, String code) { 
        try { 
            VerifySoftwareTokenRequest tokenRequest = 
 VerifySoftwareTokenRequest.builder() 
                .userCode(code) 
                .session(session) 
                .build(); 

            VerifySoftwareTokenResponse verifyResponse = 
 identityProviderClient.verifySoftwareToken(tokenRequest); 
            System.out.println("The status of the token is " 
 +verifyResponse.statusAsString()); 

        } catch(CognitoIdentityProviderException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.x API リファレンスの「VerifySoftwareToken」を
参照してください。

466

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/cognito-idp-2016-04-18/VerifySoftwareToken
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/cognito#readme
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/cognito#readme
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/cognito-idp-2016-04-18/VerifySoftwareToken


Amazon Cognito デベロッパーガイド
アクション

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

const verifySoftwareToken = async (totp) => { 
  const client = createClientForDefaultRegion(CognitoIdentityProviderClient); 
  // The 'Session' is provided in the response to 'AssociateSoftwareToken'. 
  const session = process.env.SESSION; 

  if (!session) { 
    throw new Error( 
      "Missing a valid Session. Did you run 'admin-initiate-auth'?" 
    ); 
  } 

  const command = new VerifySoftwareTokenCommand({ 
    Session: session, 
    UserCode: totp, 
  }); 

  return client.send(command);
};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScript API リファレンスの「VerifySoftwareToken」
を参照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// Verify the TOTP and register for MFA.
suspend fun verifyTOTP(sessionVal: String?, codeVal: String?) { 
    val tokenRequest = VerifySoftwareTokenRequest { 
        userCode = codeVal 
        session = sessionVal 
    } 

    CognitoIdentityProviderClient { region = "us-east-1" }.use 
 { identityProviderClient -> 
        val verifyResponse = 
 identityProviderClient.verifySoftwareToken(tokenRequest) 
        println("The status of the token is ${verifyResponse.status}") 
    }
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}

• API の詳細については、AWS SDK for Kotlin API リファレンスの「VerifySoftwareToken」を参
照してください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

class CognitoIdentityProviderWrapper: 
    """Encapsulates Amazon Cognito actions""" 
    def __init__(self, cognito_idp_client, user_pool_id, client_id, 
 client_secret=None): 
        """ 
        :param cognito_idp_client: A Boto3 Amazon Cognito Identity Provider client. 
        :param user_pool_id: The ID of an existing Amazon Cognito user pool. 
        :param client_id: The ID of a client application registered with the user 
 pool. 
        :param client_secret: The client secret, if the client has a secret. 
        """ 
        self.cognito_idp_client = cognito_idp_client 
        self.user_pool_id = user_pool_id 
        self.client_id = client_id 
        self.client_secret = client_secret 

    def verify_mfa(self, session, user_code): 
        """ 
        Verify a new MFA application that is associated with a user. 

        :param session: Session information returned from a previous call to 
 initiate 
                        authentication. 
        :param user_code: A code generated by the associated MFA application. 
        :return: Status that indicates whether the MFA application is verified. 
        """ 
        try: 
            response = self.cognito_idp_client.verify_software_token( 
                Session=session, UserCode=user_code) 
        except ClientError as err: 
            logger.error( 
                "Couldn't verify MFA. Here's why: %s: %s", 
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message']) 
            raise 
        else: 
            response.pop('ResponseMetadata', None) 
            return response

• API の詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンスの
「VerifySoftwareToken」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「このサービスを AWS SDK で使
用する (p. 4)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。
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AWS SDK を使用する Amazon Cognito ID プロバイ
ダーのシナリオ
次のコード例は、AWS SDK を使用して Amazon Cognito ID プロバイダーで一般的なシナリオを実装する
方法を示しています。これらのシナリオは、Amazon Cognito ID プロバイダー内で複数の関数を呼び出す
ことによって特定のタスクを実行する方法を示しています。それぞれのシナリオには、GitHub へのリンク
があり、コードを設定および実行する方法についての説明が記載されています。

例
• AWS SDK を使用して MFA を必要とする Amazon Cognito ユーザープールによりユーザーをサイン

アップする (p. 469)

AWS SDK を使用して MFA を必要とする Amazon Cognito ユー
ザープールによりユーザーをサインアップする
次のコード例は、以下を実行する方法を示しています。

• ユーザー名、パスワード、E メールアドレスでサインアップしてユーザーを確認します。
• MFA アプリケーションをユーザーに関連付けて、多要素認証を設定します。
• パスワードと MFA コードを使用してサインインします。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

global using Amazon.CognitoIdentityProvider;
global using Amazon.CognitoIdentityProvider.Model;
global using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
global using Microsoft.Extensions.Hosting;
global using Microsoft.Extensions.Logging;
global using Microsoft.Extensions.Logging.Console;
global using Microsoft.Extensions.Logging.Debug;

namespace CognitoBasics;

public class CognitoBasics
{ 
    private static ILogger logger = null!; 

    static async Task Main(string[] args) 
    { 
        // Set up dependency injection for Amazon Cognito. 
        using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args) 
            .ConfigureLogging(logging => 
                logging.AddFilter("System", LogLevel.Debug) 
                    .AddFilter<DebugLoggerProvider>("Microsoft", 
 LogLevel.Information) 
                    .AddFilter<ConsoleLoggerProvider>("Microsoft", LogLevel.Trace)) 
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            .ConfigureServices((_, services) => 
            services.AddAWSService<IAmazonCognitoIdentityProvider>() 
            .AddTransient<CognitoWrapper>() 
            .AddTransient<UiMethods>() 
            ) 
            .Build(); 

        logger = LoggerFactory.Create(builder => { builder.AddConsole(); }) 
            .CreateLogger<CognitoBasics>(); 

        var configuration = new ConfigurationBuilder() 
            .SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory()) 
            .AddJsonFile("settings.json") // Load settings from .json file. 
            .AddJsonFile("settings.local.json", 
                true) // Optionally load local settings. 
            .Build(); 

        var cognitoWrapper = host.Services.GetRequiredService<CognitoWrapper>(); 
        var uiMethods = host.Services.GetRequiredService<UiMethods>(); 

        // clientId - The app client Id value that you get from the AWS CDK script. 
        string clientId = configuration["ClientId"]; // "*** REPLACE WITH CLIENT ID 
 VALUE FROM CDK SCRIPT"; 

        // poolId - The pool Id that you get from the AWS CDK script. 
        string poolId = configuration["PoolId"]; // "*** REPLACE WITH POOL ID VALUE 
 FROM CDK SCRIPT"; 
        var userName = configuration["UserName"]; 
        var password = configuration["Password"]; 
        var email = configuration["Email"]; 
        var userPoolId = configuration["UserPoolId"]; 

        // If the username wasn't set in the configuration file, 
        // get it from the user now. 
        if (userName is null) 
        { 
            do 
            { 
                Console.Write("Username: "); 
                userName = Console.ReadLine(); 
            } 
            while (string.IsNullOrEmpty(userName)); 
        } 
        Console.WriteLine($"\nUsername: {userName}"); 

        // If the password wasn't set in the configuration file, 
        // get it from the user now. 
        if (password is null) 
        { 
            do 
            { 
                Console.Write("Password: "); 
                password = Console.ReadLine(); 
            } 
            while (string.IsNullOrEmpty(password)); 
        } 

        // If the email address wasn't set in the configuration file, 
        // get it from the user now. 
        if (email is null) 
        { 
            do 
            { 
                Console.Write("Email: "); 
                email = Console.ReadLine(); 
            } while (string.IsNullOrEmpty(email)); 
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        } 

        // Now sign up the user. 
        Console.WriteLine($"\nSigning up {userName} with email address: {email}"); 
        await cognitoWrapper.SignUpAsync(clientId, userName, password, email); 

        // Add the user to the user pool. 
        Console.WriteLine($"Adding {userName} to the user pool"); 
        await cognitoWrapper.GetAdminUserAsync(userName, poolId); 

        uiMethods.DisplayTitle("Get confirmation code"); 
        Console.WriteLine($"Conformation code sent to {userName}."); 
        Console.Write("Would you like to send a new code? (Yes/No) "); 
        var answer = Console.ReadLine(); 

        if (answer.ToLower() == "YES") 
        { 
            await cognitoWrapper.ResendConfirmationCodeAsync(clientId, userName); 
            Console.WriteLine("Sending a new confirmation code"); 
        } 

        Console.Write("Enter confirmation code (from Email): "); 
        string code = Console.ReadLine(); 

        await cognitoWrapper.ConfirmSignupAsync(clientId, code, userName); 

        uiMethods.DisplayTitle("Checking status"); 
        Console.WriteLine($"Rechecking the status of {userName} in the user pool"); 
        await cognitoWrapper.GetAdminUserAsync(userName, poolId); 

        var authResponse = await cognitoWrapper.InitiateAuthAsync(clientId, 
 userName, password); 
        var mySession = authResponse.Session; 

        var newSession = await 
 cognitoWrapper.AssociateSoftwareTokenAsync(mySession); 

        Console.Write("Enter the 6-digit code displayed in Google Authenticator: 
 "); 
        string myCode = Console.ReadLine(); 

        // Verify the TOTP and register for MFA. 
        await cognitoWrapper.GetAdminUserAsync(newSession, myCode); 
        Console.Write("Re-enter the 6-digit code displayed in your authenticator"); 
        string mfaCode = Console.ReadLine(); 

        var session2 = await cognitoWrapper.AdminInitiateAuthAsync(clientId, 
 userPoolId, userName, password); 
        await cognitoWrapper.RespondToAuthChallengeAsync(userName, clientId, 
 mfaCode, session2); 
    }
}

using System.Net;

namespace CognitoActions;

/// <summary>
/// Methods to perform Amazon Cognito Identity Provider actions.
/// </summary>
public class CognitoWrapper
{ 
    private readonly IAmazonCognitoIdentityProvider _cognitoService; 

    /// <summary> 
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    /// Constructor for the wrapper class containing Amazon Cognito actions. 
    /// </summary> 
    /// <param name="cognitoService">The Amazon Cognito client object.</param> 
    public CognitoWrapper(IAmazonCognitoIdentityProvider cognitoService) 
    { 
        _cognitoService = cognitoService; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List the Amazon Cognito user pools for an account. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list of UserPoolDescriptionType objects.</returns> 
    public async Task<List<UserPoolDescriptionType>> ListUserPoolsAsync() 
    { 
        var userPools = new List<UserPoolDescriptionType>(); 

        var userPoolsPaginator = _cognitoService.Paginators.ListUserPools(new 
 ListUserPoolsRequest()); 

        await foreach (var response in userPoolsPaginator.Responses) 
        { 
            userPools.AddRange(response.UserPools); 
        } 

        return userPools; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Get a list of users for the Amazon Cognito user pool. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userPoolId">The user pool Id.</param> 
    /// <returns>A list of users.</returns> 
    public async Task<List<UserType>> ListUsersAsync(string userPoolId) 
    { 
        var request = new ListUsersRequest 
        { 
            UserPoolId = userPoolId 
        }; 

        var users = new List<UserType>(); 

        var usersPaginator = _cognitoService.Paginators.ListUsers(request); 
        await foreach (var response in usersPaginator.Responses) 
        { 
            users.AddRange(response.Users); 
        } 

        return users; 
    } 

    public async Task<AuthenticationResultType> 
 AdminRespondToAuthChallengeAsync(string userPoolId, string userName, string 
 clientId, string mfaCode, string session) 
    { 
        var challengeResponses = new Dictionary<string, string>(); 
        challengeResponses.Add("USERNAME", userName); 
        challengeResponses.Add("SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE", mfaCode); 

        var request = new AdminRespondToAuthChallengeRequest 
        { 
            ClientId = clientId, 
            UserPoolId = userPoolId, 
            ChallengeResponses = challengeResponses, 
            Session = session 
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        }; 

        var response = await 
 _cognitoService.AdminRespondToAuthChallengeAsync(request); 
        return response.AuthenticationResult; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Respond to an authentication challenge. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The name of the user.</param> 
    /// <param name="clientId">The client Id.</param> 
    /// <param name="mfaCode">The multi-factor authentication code.</param> 
    /// <param name="session">The current application session.</param> 
    /// <returns>An async Task.</returns> 
    public async Task<AuthenticationResultType> RespondToAuthChallengeAsync(string 
 userName, string clientId, string mfaCode, string session) 
    { 
        Console.WriteLine("SOFTWARE_TOKEN_MFA challenge is generated"); 

        var challengeResponses = new Dictionary<string, string>(); 
        challengeResponses.Add("USERNAME", userName); 
        challengeResponses.Add("SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE", mfaCode); 

        var respondToAuthChallengeRequest = new RespondToAuthChallengeRequest 
        { 
            ChallengeName = ChallengeNameType.SOFTWARE_TOKEN_MFA, 
            ClientId = clientId, 
            ChallengeResponses = challengeResponses, 
            Session = session 
        }; 

        var response = await 
 _cognitoService.RespondToAuthChallengeAsync(respondToAuthChallengeRequest); 
        Console.WriteLine($"Response to Authentication 
 {response.AuthenticationResult}"); 
        return response.AuthenticationResult; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Verify the TOTP and register for MFA. 
    /// </summary> 
    /// <param name="session">The name of the session.</param> 
    /// <param name="code">The MFA code.</param> 
    /// <returns>The status of the software token.</returns> 
    public async Task<VerifySoftwareTokenResponseType> 
 VerifySoftwareTokenAsync(string session, string code) 
    { 
        var tokenRequest = new VerifySoftwareTokenRequest 
        { 
            UserCode = code, 
            Session = session, 
        }; 

        var verifyResponse = await 
 _cognitoService.VerifySoftwareTokenAsync(tokenRequest); 

        return verifyResponse.Status; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Get an MFA token to authenticate the user with the authenticator. 
    /// </summary> 
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    /// <param name="session">The session name.</param> 
    /// <returns>Returns the session name.</returns> 
    public async Task<string> AssociateSoftwareTokenAsync(string session) 
    { 
        var softwareTokenRequest = new AssociateSoftwareTokenRequest 
        { 
            Session = session, 
        }; 

        var tokenResponse = await 
 _cognitoService.AssociateSoftwareTokenAsync(softwareTokenRequest); 
        var secretCode = tokenResponse.SecretCode; 

        Console.Write("Enter the following token into the authenticator: 
 {secretCode}"); 

        return tokenResponse.Session; 
    } 

    public async Task<string> AdminInitiateAuthAsync(string clientId, string 
 userPoolId, string userName, string password) 
    { 
        var authParameters = new Dictionary<string, string>(); 
        authParameters.Add("USERNAME", userName); 
        authParameters.Add("PASSWORD", password); 

        var request = new AdminInitiateAuthRequest 
        { 
            ClientId = clientId, 
            UserPoolId = userPoolId, 
            AuthParameters = authParameters, 
            AuthFlow = AuthFlowType.USER_PASSWORD_AUTH, 
        }; 

        var response = await _cognitoService.AdminInitiateAuthAsync(request); 
        return response.Session; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Initiate authorization. 
    /// </summary> 
    /// <param name="clientId">The client Id of the application.</param> 
    /// <param name="userName">The name of the user who is authenticating.</param> 
    /// <param name="password">The password for the user who is authenticating.</
param> 
    /// <returns>The response from the call to InitiateAuthAsync.</returns> 
    public async Task<InitiateAuthResponse> InitiateAuthAsync(string clientId, 
 string userName, string password) 
    { 
        var authParameters = new Dictionary<string, string>(); 
        authParameters.Add("USERNAME", userName); 
        authParameters.Add("PASSWORD", password); 

        var authRequest = new InitiateAuthRequest 

        { 
            ClientId = clientId, 
            AuthParameters = authParameters, 
            AuthFlow = AuthFlowType.USER_PASSWORD_AUTH, 
        }; 

        var response = await _cognitoService.InitiateAuthAsync(authRequest); 
        Console.WriteLine($"Result Challenge is : {response.ChallengeName}"); 

        return response; 
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    } 

    /// <summary> 
    /// Confirm that the user has signed up. 
    /// </summary> 
    /// <param name="clientId">The Id of this application.</param> 
    /// <param name="code">The confirmation code sent to the user.</param> 
    /// <param name="userName">The username.</param> 
    /// <returns></returns> 
    public async Task<bool> ConfirmSignupAsync(string clientId, string code, string 
 userName) 
    { 
        var signUpRequest = new ConfirmSignUpRequest 
        { 
            ClientId = clientId, 
            ConfirmationCode = code, 
            Username = userName, 
        }; 

        var response = await _cognitoService.ConfirmSignUpAsync(signUpRequest); 
        if (response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK) 
        { 
            Console.WriteLine($"{userName} was confirmed"); 
            return true; 
        } 
        return false; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Initiates and confirms tracking of the device. 
    /// </summary> 
    /// <param name="accessToken">The user's access token.</param> 
    /// <param name="deviceKey">The key of the device from Amazon Cognito.</param> 
    /// <param name="deviceName">The device name.</param> 
    /// <returns></returns> 
    public async Task<bool> ConfirmDeviceAsync(string accessToken, string 
 deviceKey, string deviceName) 
    { 
        var request = new ConfirmDeviceRequest 
        { 
            AccessToken = accessToken, 
            DeviceKey = deviceKey, 
            DeviceName = deviceName 
        }; 

        var response = await _cognitoService.ConfirmDeviceAsync(request); 
        return response.UserConfirmationNecessary; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Send a new confirmation code to a user. 
    /// </summary> 
    /// <param name="clientId">The Id of the client application.</param> 
    /// <param name="userName">The username of user who will receive the code.</
param> 
    /// <returns></returns> 
    public async Task<CodeDeliveryDetailsType> ResendConfirmationCodeAsync(string 
 clientId, string userName) 
    { 
        var codeRequest = new ResendConfirmationCodeRequest 
        { 
            ClientId = clientId, 
            Username = userName, 
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        }; 

        var response = await 
 _cognitoService.ResendConfirmationCodeAsync(codeRequest); 

        Console.WriteLine($"Method of delivery is 
 {response.CodeDeliveryDetails.DeliveryMedium}"); 

        return response.CodeDeliveryDetails; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Get the specified user from an Amazon Cognito user pool with administrator 
 access. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The name of the user.</param> 
    /// <param name="poolId">The Id of the Amazon Cognito user pool.</param> 
    /// <returns></returns> 
    public async Task<UserStatusType> GetAdminUserAsync(string userName, string 
 poolId) 
    { 
        AdminGetUserRequest userRequest = new AdminGetUserRequest 
        { 
            Username = userName, 
            UserPoolId = poolId, 
        }; 

        var response = await _cognitoService.AdminGetUserAsync(userRequest); 

        Console.WriteLine($"User status {response.UserStatus}"); 
        return response.UserStatus; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Sign up a new user. 
    /// </summary> 
    /// <param name="clientId">The client Id of the application.</param> 
    /// <param name="userName">The username to use.</param> 
    /// <param name="password">The user's password.</param> 
    /// <param name="email">The email address of the user.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating whether the user was confirmed.</
returns> 
    public async Task<bool> SignUpAsync(string clientId, string userName, string 
 password, String email) 
    { 
        var userAttrs = new AttributeType 
        { 
            Name = "email", 
            Value = email, 
        }; 

        var userAttrsList = new List<AttributeType>(); 

        userAttrsList.Add(userAttrs); 

        var signUpRequest = new SignUpRequest 
        { 
            UserAttributes = userAttrsList, 
            Username = userName, 
            ClientId = clientId, 
            Password = password 
        }; 

        var response = await _cognitoService.SignUpAsync(signUpRequest); 
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        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    }

}

namespace CognitoBasics;

/// <summary>
/// Some useful methods to make screen display easier.
/// </summary>
public class UiMethods
{ 
    public readonly string SepBar = new string('-', Console.WindowWidth); 

    /// <summary> 
    /// Show information about the scenario. 
    /// </summary> 
    public void DisplayOverview() 
    { 
        Console.Clear(); 
        DisplayTitle("Welcome to the Amazon Cognito Demo"); 

        Console.WriteLine("This example application does the following:"); 
        Console.WriteLine("\t 1. Signs up a user."); 
        Console.WriteLine("\t 2. Gets the user's confirmation status."); 
        Console.WriteLine("\t 3. Resends the confirmation code if the user 
 requested another code."); 
        Console.WriteLine("\t 4. Confirms that the user signed up."); 
        Console.WriteLine("\t 5. Invokes the initiateAuth to sign in. This results 
 in being prompted to set up TOTP (time-based one-time password). (The response is 
 “ChallengeName”: “MFA_SETUP”)."); 
        Console.WriteLine("\t 6. Invokes the AssociateSoftwareToken method to 
 generate a TOTP MFA private key. This can be used with Google Authenticator."); 
        Console.WriteLine("\t 7. Invokes the VerifySoftwareToken method to verify 
 the TOTP and register for MFA."); 
        Console.WriteLine("\t 8. Invokes the AdminInitiateAuth to sign in again. 
 This results in being prompted to submit a TOTP (Response: “ChallengeName”: 
 “SOFTWARE_TOKEN_MFA”)."); 
        Console.WriteLine("\t 9. Invokes the AdminRespondToAuthChallenge to get 
 back a token."); 
    } 

    /// <summary> 
    /// Display a message and wait until the user presses enter. 
    /// </summary> 
    public void PressEnter() 
    { 
        Console.Write("\nPress <Enter> to continue."); 
        _ = Console.ReadLine(); 
    } 

    /// <summary> 
    /// Pad a string with spaces to center it on the console display. 
    /// </summary> 
    /// <param name="strToCenter">The string to pad with spaces.</param> 
    /// <returns>The padded string.</returns> 
    public string CenterString(string strToCenter) 
    { 
        var padAmount = (Console.WindowWidth - strToCenter.Length) / 2; 
        var leftPad = new string(' ', padAmount); 
        return $"{leftPad}{strToCenter}"; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Display a line of hyphens, the centered text of the title and another 
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    /// line of hyphens. 
    /// </summary> 
    /// <param name="strTitle">The string to be displayed.</param> 
    public void DisplayTitle(string strTitle) 
    { 
        Console.WriteLine(SepBar); 
        Console.WriteLine(CenterString(strTitle)); 
        Console.WriteLine(SepBar); 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の以下のトピックを参照して
ください。
• AdminGetUser
• AdminInitiateAuth
• AdminRespondToAuthChallenge
• AssociateSoftwareToken
• ConfirmDevice
• ConfirmSignUp
• InitiateAuth
• ListUsers
• ResendConfirmationCode
• RespondToAuthChallenge
• SignUp
• VerifySoftwareToken

C++

SDK for C++

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig; 
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file). 
        // clientConfig.region = "us-east-1";

//! Scenario that adds a user to an Amazon Cognito user pool.
/*! 
  \sa gettingStartedWithUserPools() 
  \param clientID: Client ID associated with an Amazon Cognito user pool. 
  \param userPoolID: An Amazon Cognito user pool ID. 
  \param clientConfig: Aws client configuration. 
  \return bool: Successful completion. 
 */
bool AwsDoc::Cognito::gettingStartedWithUserPools(const Aws::String &clientID, 
                                                  const Aws::String &userPoolID, 
                                                  const 
 Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) { 
    printAsterisksLine(); 
    std::cout 
            << "Welcome to the Amazon Cognito example scenario." 
            << std::endl; 
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    printAsterisksLine(); 

    std::cout 
            << "This scenario will add a user to an Amazon Cognito user pool." 
            << std::endl; 
    const Aws::String userName = askQuestion("Enter a new username: "); 
    const Aws::String password = askQuestion("Enter a new password: "); 
    const Aws::String email = askQuestion("Enter a valid email for the user: "); 

    std::cout << "Signing up " << userName << std::endl; 

    Aws::CognitoIdentityProvider::CognitoIdentityProviderClient 
 client(clientConfig); 
    bool userExists = false; 
    do { 
        // 1. Add a user with a username, password, and email address. 
        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::SignUpRequest request; 
        request.AddUserAttributes( 
                Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AttributeType().WithName( 
                        "email").WithValue(email)); 
        request.SetUsername(userName); 
        request.SetPassword(password); 
        request.SetClientId(clientID); 
        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::SignUpOutcome outcome = 
                client.SignUp(request); 

        if (outcome.IsSuccess()) { 
            std::cout << "The signup request for " << userName << " was 
 successful." 
                      << std::endl; 
        } 
        else if (outcome.GetError().GetErrorType() == 
                 
 Aws::CognitoIdentityProvider::CognitoIdentityProviderErrors::USERNAME_EXISTS) { 
            std::cout 
                    << "The username already exists. Please enter a different 
 username." 
                    << std::endl; 
            userExists = true; 
        } 
        else { 
            std::cerr << "Error with CognitoIdentityProvider::SignUpRequest. " 
                      << outcome.GetError().GetMessage() 
                      << std::endl; 
            return false; 
        } 
    } while (userExists); 

    printAsterisksLine(); 
    std::cout << "Retrieving status of " << userName << " in the user pool." 
              << std::endl; 
    // 2. Confirm that the user was added to the user pool. 
    if (!checkAdminUserStatus(userName, userPoolID, client)) { 
        return false; 
    } 

    std::cout << "A confirmation code was sent to " << email << "." << std::endl; 

    bool resend = askYesNoQuestion("Would you like to send a new code? (y/n) "); 
    if (resend) { 
        // Request a resend of the confirmation code to the email address. 
 (ResendConfirmationCode) 
        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::ResendConfirmationCodeRequest request; 
        request.SetUsername(userName); 
        request.SetClientId(clientID); 
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        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::ResendConfirmationCodeOutcome outcome 
 = 
                client.ResendConfirmationCode(request); 

        if (outcome.IsSuccess()) { 
            std::cout 
                    << "CognitoIdentityProvider::ResendConfirmationCode was 
 successful." 
                    << std::endl; 
        } 
        else { 
            std::cerr << "Error with 
 CognitoIdentityProvider::ResendConfirmationCode. " 
                      << outcome.GetError().GetMessage() 
                      << std::endl; 
            return false; 
        } 
    } 

    printAsterisksLine(); 

    { 
        // 4. Send the confirmation code that's received in the email. 
 (ConfirmSignUp) 
        const Aws::String confirmationCode = askQuestion( 
                "Enter the confirmation code that was emailed: "); 
        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::ConfirmSignUpRequest request; 
        request.SetClientId(clientID); 
        request.SetConfirmationCode(confirmationCode); 
        request.SetUsername(userName); 

        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::ConfirmSignUpOutcome outcome = 
                client.ConfirmSignUp(request); 

        if (outcome.IsSuccess()) { 
            std::cout << "ConfirmSignup was Successful." 
                      << std::endl; 
        } 
        else { 
            std::cerr << "Error with CognitoIdentityProvider::ConfirmSignUp. " 
                      << outcome.GetError().GetMessage() 
                      << std::endl; 
            return false; 
        } 
    } 

    std::cout << "Rechecking the status of " << userName << " in the user pool." 
              << std::endl; 
    if (!checkAdminUserStatus(userName, userPoolID, client)) { 
        return false; 
    } 

    printAsterisksLine(); 

    std::cout << "Initiating authorization using the username and password." 
              << std::endl; 

    Aws::String session; 
    // 5. Initiate authorization with username and password. (AdminInitiateAuth) 
    if (!adminInitiateAuthorization(clientID, userPoolID,  userName, password, 
 session, client)) { 
        return false; 
    } 

    printAsterisksLine(); 
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    std::cout 
            << "Starting setup of time-based one-time password (TOTP) multi-factor 
 authentication (MFA)." 
            << std::endl; 

    { 
        // 6. Request a setup key for one-time password (TOTP) 
        //    multi-factor authentication (MFA). (AssociateSoftwareToken) 
        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AssociateSoftwareTokenRequest request; 
        request.SetSession(session); 

        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AssociateSoftwareTokenOutcome outcome 
 = 
                client.AssociateSoftwareToken(request); 

        if (outcome.IsSuccess()) { 
            std::cout 
                    << "Enter this setup key into an authenticator app, for example 
 Google Authenticator." 
                    << std::endl; 
            std::cout << "Setup key: " << outcome.GetResult().GetSecretCode() 
                      << std::endl;
#ifdef USING_QR 
            printAsterisksLine(); 
            std::cout << "\nOr scan the QR code in the file '" << QR_CODE_PATH << 
 "." 
                      << std::endl; 

            saveQRCode(std::string("otpauth://totp/") + userName + "?secret=" + 
                       outcome.GetResult().GetSecretCode());
#endif // USING_QR 
            session = outcome.GetResult().GetSession(); 
        } 
        else { 
            std::cerr << "Error with 
 CognitoIdentityProvider::AssociateSoftwareToken. " 
                      << outcome.GetError().GetMessage() 
                      << std::endl; 
            return false; 
        } 
    } 
    askQuestion("Type enter to continue...", alwaysTrueTest); 

    printAsterisksLine(); 

    { 
        Aws::String userCode = askQuestion( 
                "Enter the 6 digit code displayed in the authenticator app: "); 

        //  7. Send the MFA code copied from an authenticator app. 
 (VerifySoftwareToken) 
        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::VerifySoftwareTokenRequest request; 
        request.SetUserCode(userCode); 
        request.SetSession(session); 

        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::VerifySoftwareTokenOutcome outcome = 
                client.VerifySoftwareToken(request); 

        if (outcome.IsSuccess()) { 
            std::cout << "Verification of the code was successful." 
                      << std::endl; 
            session = outcome.GetResult().GetSession(); 
        } 
        else { 
            std::cerr << "Error with CognitoIdentityProvider::VerifySoftwareToken. 
 " 
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                      << outcome.GetError().GetMessage() 
                      << std::endl; 
            return false; 
        } 
    } 

    printAsterisksLine(); 
    std::cout << "You have completed the MFA authentication setup." << std::endl; 
    std::cout << "Now, sign in." << std::endl; 

    // 8. Initiate authorization again with username and password. 
 (AdminInitiateAuth) 
    if (!adminInitiateAuthorization(clientID, userPoolID, userName, password, 
 session, client)) { 
        return false; 
    } 

    Aws::String accessToken; 
    { 
        Aws::String mfaCode = askQuestion( 
                "Re-enter the 6 digit code displayed in the authenticator app: "); 

        // 9. Send a new MFA code copied from an authenticator app. 
 (AdminRespondToAuthChallenge) 
        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AdminRespondToAuthChallengeRequest 
 request; 
        request.AddChallengeResponses("USERNAME", userName); 
        request.AddChallengeResponses("SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE", mfaCode); 
        request.SetChallengeName( 
                
 Aws::CognitoIdentityProvider::Model::ChallengeNameType::SOFTWARE_TOKEN_MFA); 
        request.SetClientId(clientID); 
        request.SetUserPoolId(userPoolID); 
        request.SetSession(session); 

        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AdminRespondToAuthChallengeOutcome 
 outcome = 
                client.AdminRespondToAuthChallenge(request); 

        if (outcome.IsSuccess()) { 
            std::cout << "Here is the response to the challenge.\n" << 
                      
 outcome.GetResult().GetAuthenticationResult().Jsonize().View().WriteReadable() 
                      << std::endl; 

            accessToken = 
 outcome.GetResult().GetAuthenticationResult().GetAccessToken(); 
        } 
        else { 
            std::cerr << "Error with 
 CognitoIdentityProvider::AdminRespondToAuthChallenge. " 
                      << outcome.GetError().GetMessage() 
                      << std::endl; 
            return false; 
        } 

        std::cout << "You have successfully added a user to Amazon Cognito." 
                  << std::endl; 
    } 

    if (askYesNoQuestion("Would you like to delete the user that you just added? 
 (y/n) ")) { 
        // 10. Delete the user that you just added. (DeleteUser) 
        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::DeleteUserRequest request; 
        request.SetAccessToken(accessToken); 
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        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::DeleteUserOutcome outcome = 
                client.DeleteUser(request); 

        if (outcome.IsSuccess()) { 
            std::cout << "The user " << userName << " was deleted." 
                      << std::endl; 
        } 
        else { 
            std::cerr << "Error with CognitoIdentityProvider::DeleteUser. " 
                      << outcome.GetError().GetMessage() 
                      << std::endl; 
        } 
    } 

    return true;
}

//! Routine which checks the user status in an Amazon Cognito user pool.
/*! 
 \sa checkAdminUserStatus() 
 \param userName: A username. 
 \param userPoolID: An Amazon Cognito user pool ID. 
 \return bool: Successful completion. 
 */
bool AwsDoc::Cognito::checkAdminUserStatus(const Aws::String &userName, 
                                           const Aws::String &userPoolID, 
                                           const 
 Aws::CognitoIdentityProvider::CognitoIdentityProviderClient &client) { 
    Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AdminGetUserRequest request; 
    request.SetUsername(userName); 
    request.SetUserPoolId(userPoolID); 

    Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AdminGetUserOutcome outcome = 
            client.AdminGetUser(request); 

    if (outcome.IsSuccess()) { 
        std::cout << "The status for " << userName << " is " << 
                  
 Aws::CognitoIdentityProvider::Model::UserStatusTypeMapper::GetNameForUserStatusType( 
                          outcome.GetResult().GetUserStatus()) << std::endl; 
        std::cout << "Enabled is " << outcome.GetResult().GetEnabled() << 
 std::endl; 
    } 
    else { 
        std::cerr << "Error with CognitoIdentityProvider::AdminGetUser. " 
                  << outcome.GetError().GetMessage() 
                  << std::endl; 
    } 

    return outcome.IsSuccess();
}

//! Routine which starts authorization of an Amazon Cognito user.
//! This routine requires administrator credentials.
/*! 
 \sa adminInitiateAuthorization() 
 \param clientID: Client ID of tracked device. 
 \param userPoolID: An Amazon Cognito user pool ID. 
 \param userName: A username. 
 \param password: A password. 
 \param sessionResult: String to receive a session token. 
 \return bool: Successful completion. 
 */
bool AwsDoc::Cognito::adminInitiateAuthorization(const Aws::String &clientID, 
                                                 const Aws::String &userPoolID, 
                                                 const Aws::String &userName, 
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                                                 const Aws::String &password, 
                                                 Aws::String &sessionResult, 
                                                 const 
 Aws::CognitoIdentityProvider::CognitoIdentityProviderClient &client) { 
    Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AdminInitiateAuthRequest request; 
    request.SetClientId(clientID); 
    request.SetUserPoolId(userPoolID); 
    request.AddAuthParameters("USERNAME", userName); 
    request.AddAuthParameters("PASSWORD", password); 
    request.SetAuthFlow( 
            
 Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AuthFlowType::ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH); 

    Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AdminInitiateAuthOutcome outcome = 
            client.AdminInitiateAuth(request); 

    if (outcome.IsSuccess()) { 
        std::cout << "Call to AdminInitiateAuth was successful." << std::endl; 
        sessionResult = outcome.GetResult().GetSession(); 
    } 
    else { 
        std::cerr << "Error with CognitoIdentityProvider::AdminInitiateAuth. " 
                  << outcome.GetError().GetMessage() 
                  << std::endl; 
    } 

    return outcome.IsSuccess();
}

• API の詳細については、「AWS SDK for C++ API リファレンス」の以下のトピックを参照して
ください。
• AdminGetUser
• AdminInitiateAuth
• AdminRespondToAuthChallenge
• AssociateSoftwareToken
• ConfirmDevice
• ConfirmSignUp
• InitiateAuth
• ListUsers
• ResendConfirmationCode
• RespondToAuthChallenge
• SignUp
• VerifySoftwareToken

Java

SDK for Java 2.x
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

/** 
 * Before running this Java V2 code example, set up your development environment, 
 including your credentials. 
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 * 
 * For more information, see the following documentation: 
 * 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html 
 * 
 * TIP: To set up the required user pool, run the AWS Cloud Development 
 Kit (AWS CDK) script provided in this GitHub repo at resources/cdk/
cognito_scenario_user_pool_with_mfa. 
 * 
 * This code example performs the following operations: 
 * 
 * 1. Invokes the signUp method to sign up a user. 
 * 2. Invokes the adminGetUser method to get the user's confirmation status. 
 * 3. Invokes the ResendConfirmationCode method if the user requested another code. 
 * 4. Invokes the confirmSignUp method. 
 * 5. Invokes the AdminInitiateAuth to sign in. This results in being prompted 
 to set up TOTP (time-based one-time password). (The response is “ChallengeName”: 
 “MFA_SETUP”). 
 * 6. Invokes the AssociateSoftwareToken method to generate a TOTP MFA private key. 
 This can be used with Google Authenticator.  
 * 7. Invokes the VerifySoftwareToken method to verify the TOTP and register for 
 MFA.  
 * 8. Invokes the AdminInitiateAuth to sign in again. This results in being 
 prompted to submit a TOTP (Response: “ChallengeName”: “SOFTWARE_TOKEN_MFA”). 
 * 9. Invokes the AdminRespondToAuthChallenge to get back a token.  
 */

public class CognitoMVP { 
    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0", 
 "-"); 
    public static void main(String[] args) throws NoSuchAlgorithmException, 
 InvalidKeyException { 

        final String usage = "\n" + 
            "Usage:\n" + 
            "    <clientId> <poolId>\n\n" + 
            "Where:\n" + 
            "    clientId - The app client Id value that you can get from the AWS 
 CDK script.\n\n" + 
            "    poolId - The pool Id that you can get from the AWS CDK script. \n
\n" ; 

        if (args.length != 2) { 
            System.out.println(usage); 
            System.exit(1); 
        } 

        String clientId = args[0]; 
        String poolId = args[1]; 
        CognitoIdentityProviderClient identityProviderClient = 
 CognitoIdentityProviderClient.builder() 
            .region(Region.US_EAST_1) 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
            .build(); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("Welcome to the Amazon Cognito example scenario."); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("*** Enter your user name"); 
        Scanner in = new Scanner(System.in); 
        String userName = in.nextLine(); 

        System.out.println("*** Enter your password"); 
        String password = in.nextLine(); 
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        System.out.println("*** Enter your email"); 
        String email = in.nextLine(); 

        System.out.println("1. Signing up " + userName); 
        signUp(identityProviderClient, clientId, userName, password, email); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("2. Getting " + userName + " in the user pool"); 
        getAdminUser(identityProviderClient, userName, poolId); 

        System.out.println("*** Conformation code sent to " + userName + ". Would 
 you like to send a new code? (Yes/No)"); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        String ans = in.nextLine(); 

        if (ans.compareTo("Yes") == 0) { 
            resendConfirmationCode(identityProviderClient, clientId, userName); 
            System.out.println("3. Sending a new confirmation code"); 
        } 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("4. Enter confirmation code that was emailed"); 
        String code = in.nextLine(); 
        confirmSignUp(identityProviderClient, clientId, code, userName); 
        System.out.println("Rechecking the status of " + userName + " in the user 
 pool"); 
        getAdminUser(identityProviderClient, userName, poolId); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("5. Invokes the initiateAuth to sign in"); 
        AdminInitiateAuthResponse authResponse = 
 initiateAuth(identityProviderClient, clientId, userName, password, poolId) ; 
        String mySession = authResponse.session() ; 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("6. Invokes the AssociateSoftwareToken method to 
 generate a TOTP key"); 
        String newSession = getSecretForAppMFA(identityProviderClient, mySession); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("*** Enter the 6-digit code displayed in Google 
 Authenticator"); 
        String myCode = in.nextLine(); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("7. Verify the TOTP and register for MFA"); 
        verifyTOTP(identityProviderClient, newSession, myCode); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("8. Re-enter a 6-digit code displayed in Google 
 Authenticator"); 
        String mfaCode = in.nextLine(); 
        AdminInitiateAuthResponse authResponse1 = 
 initiateAuth(identityProviderClient, clientId, userName, password, poolId); 
        System.out.println(DASHES); 
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        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("9.  Invokes the AdminRespondToAuthChallenge"); 
        String session2 = authResponse1.session(); 
        adminRespondToAuthChallenge(identityProviderClient, userName, clientId, 
 mfaCode, session2); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("All Amazon Cognito operations were successfully 
 performed"); 
        System.out.println(DASHES); 
    } 

    // Respond to an authentication challenge. 
    public static void adminRespondToAuthChallenge(CognitoIdentityProviderClient 
 identityProviderClient, String userName, String clientId, String mfaCode, String 
 session) { 
        System.out.println("SOFTWARE_TOKEN_MFA challenge is generated"); 
        Map<String, String> challengeResponses = new HashMap<>(); 

        challengeResponses.put("USERNAME", userName); 
        challengeResponses.put("SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE", mfaCode); 

        AdminRespondToAuthChallengeRequest respondToAuthChallengeRequest = 
 AdminRespondToAuthChallengeRequest.builder() 
            .challengeName(ChallengeNameType.SOFTWARE_TOKEN_MFA) 
            .clientId(clientId) 
            .challengeResponses(challengeResponses) 
            .session(session) 
            .build(); 

        AdminRespondToAuthChallengeResponse respondToAuthChallengeResult = 
 identityProviderClient.adminRespondToAuthChallenge(respondToAuthChallengeRequest); 
        System.out.println("respondToAuthChallengeResult.getAuthenticationResult()" 
 + respondToAuthChallengeResult.authenticationResult()); 
    } 

    // Verify the TOTP and register for MFA. 
    public static void verifyTOTP(CognitoIdentityProviderClient 
 identityProviderClient, String session, String code) { 
        try { 
            VerifySoftwareTokenRequest tokenRequest = 
 VerifySoftwareTokenRequest.builder() 
                .userCode(code) 
                .session(session) 
                .build(); 

            VerifySoftwareTokenResponse verifyResponse = 
 identityProviderClient.verifySoftwareToken(tokenRequest); 
            System.out.println("The status of the token is " 
 +verifyResponse.statusAsString()); 

        } catch(CognitoIdentityProviderException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static AdminInitiateAuthResponse 
 initiateAuth(CognitoIdentityProviderClient identityProviderClient, String 
 clientId, String userName, String password, String userPoolId) { 
        try { 
            Map<String,String> authParameters = new HashMap<>(); 
            authParameters.put("USERNAME", userName); 
            authParameters.put("PASSWORD", password); 
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            AdminInitiateAuthRequest authRequest = 
 AdminInitiateAuthRequest.builder() 
                .clientId(clientId) 
                .userPoolId(userPoolId) 
                .authParameters(authParameters) 
                .authFlow(AuthFlowType.ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH) 
                .build(); 

            AdminInitiateAuthResponse response = 
 identityProviderClient.adminInitiateAuth(authRequest); 
            System.out.println("Result Challenge is : " + 
 response.challengeName() ); 
            return response; 

        } catch(CognitoIdentityProviderException e) { 
               System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
               System.exit(1); 
        } 

        return null; 
    } 

    public static String getSecretForAppMFA(CognitoIdentityProviderClient 
 identityProviderClient, String session) { 
        AssociateSoftwareTokenRequest softwareTokenRequest = 
 AssociateSoftwareTokenRequest.builder() 
            .session(session) 
            .build(); 

        AssociateSoftwareTokenResponse tokenResponse = 
 identityProviderClient.associateSoftwareToken(softwareTokenRequest) ; 
        String secretCode = tokenResponse.secretCode(); 
        System.out.println("Enter this token into Google Authenticator"); 
        System.out.println(secretCode); 
        return tokenResponse.session(); 
    } 

    public static void confirmSignUp(CognitoIdentityProviderClient 
 identityProviderClient, String clientId, String code, String userName) { 
        try { 
            ConfirmSignUpRequest signUpRequest = ConfirmSignUpRequest.builder() 
                .clientId(clientId) 
                .confirmationCode(code) 
                .username(userName) 
                .build(); 

            identityProviderClient.confirmSignUp(signUpRequest); 
            System.out.println(userName +" was confirmed"); 

        } catch(CognitoIdentityProviderException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void resendConfirmationCode(CognitoIdentityProviderClient 
 identityProviderClient, String clientId, String userName) { 
        try { 
            ResendConfirmationCodeRequest codeRequest = 
 ResendConfirmationCodeRequest.builder() 
                .clientId(clientId) 
                .username(userName) 
                .build(); 

            ResendConfirmationCodeResponse response = 
 identityProviderClient.resendConfirmationCode(codeRequest); 
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            System.out.println("Method of delivery is 
 "+response.codeDeliveryDetails().deliveryMediumAsString()); 

        } catch(CognitoIdentityProviderException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void signUp(CognitoIdentityProviderClient identityProviderClient, 
 String clientId, String userName, String password, String email) { 
        AttributeType userAttrs = AttributeType.builder() 
            .name("email") 
            .value(email) 
            .build(); 

        List<AttributeType> userAttrsList = new ArrayList<>(); 
        userAttrsList.add(userAttrs); 
        try { 
            SignUpRequest signUpRequest = SignUpRequest.builder() 
                .userAttributes(userAttrsList) 
                .username(userName) 
                .clientId(clientId) 
                .password(password) 
                .build(); 

            identityProviderClient.signUp(signUpRequest); 
            System.out.println("User has been signed up "); 

        } catch(CognitoIdentityProviderException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void getAdminUser(CognitoIdentityProviderClient 
 identityProviderClient, String userName, String poolId) { 
        try { 
            AdminGetUserRequest userRequest = AdminGetUserRequest.builder() 
                .username(userName) 
                .userPoolId(poolId) 
                .build(); 

            AdminGetUserResponse response = 
 identityProviderClient.adminGetUser(userRequest); 
            System.out.println("User status "+response.userStatusAsString()); 

        } catch (CognitoIdentityProviderException e){ 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の以下のトピックを参照
してください。
• AdminGetUser
• AdminInitiateAuth
• AdminRespondToAuthChallenge
• AssociateSoftwareToken
• ConfirmDevice
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• ConfirmSignUp
• InitiateAuth
• ListUsers
• ResendConfirmationCode
• RespondToAuthChallenge
• SignUp
• VerifySoftwareToken

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

最適なエクスペリエンスを得るには、GitHub リポジトリを複製してこの例を実行します。次の
コードは、サンプルアプリケーション全体のサンプルを表しています。

import { log } from "../../../../libs/utils/util-log.js";
import { signUp } from "../../../actions/sign-up.js";
import { FILE_USER_POOLS } from "./constants.js";
import { getSecondValuesFromEntries } from "../../../../libs/utils/util-csv.js";

const validateClient = (clientId) => { 
  if (!clientId) { 
    throw new Error( 
      `App client id is missing. Did you run 'create-user-pool'?` 
    ); 
  }
};

const validateUser = (username, password, email) => { 
  if (!(username && password && email)) { 
    throw new Error( 
      `Username, password, and email must be provided as arguments to the 'sign-up' 
 command.` 
    ); 
  }
};

const signUpHandler = async (commands) => { 
  const [_, username, password, email] = commands; 

  try { 
    validateUser(username, password, email); 
    const clientId = getSecondValuesFromEntries(FILE_USER_POOLS)[0]; 
    validateClient(clientId); 
    log(`Signing up.`); 
    await signUp({ clientId, username, password, email }); 
    log(`Signed up. An confirmation email has been sent to: ${email}.`); 
    log(`Run 'confirm-sign-up ${username} <code>' to confirm your account.`); 
  } catch (err) { 
    log(err); 
  }
};

export { signUpHandler };
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const signUp = async ({ clientId, username, password, email }) => { 
  const client = createClientForDefaultRegion(CognitoIdentityProviderClient); 

  const command = new SignUpCommand({ 
    ClientId: clientId, 
    Username: username, 
    Password: password, 
    UserAttributes: [{ Name: "email", Value: email }], 
  }); 

  return client.send(command);
};

import { log } from "../../../../libs/utils/util-log.js";
import { confirmSignUp } from "../../../actions/confirm-sign-up.js";
import { FILE_USER_POOLS } from "./constants.js";
import { getSecondValuesFromEntries } from "../../../../libs/utils/util-csv.js";

const validateClient = (clientId) => { 
  if (!clientId) { 
    throw new Error( 
      `App client id is missing. Did you run 'create-user-pool'?` 
    ); 
  }
};

const validateUser = (username) => { 
  if (!username) { 
    throw new Error( 
      `Username name is missing. It must be provided as an argument to the 
 'confirm-sign-up' command.` 
    ); 
  }
};

const validateCode = (code) => { 
  if (!code) { 
    throw new Error( 
      `Verification code is missing. It must be provided as an argument to the 
 'confirm-sign-up' command.` 
    ); 
  }
};

const confirmSignUpHandler = async (commands) => { 
  const [_, username, code] = commands; 

  try { 
    validateUser(username); 
    validateCode(code); 
    const clientId = getSecondValuesFromEntries(FILE_USER_POOLS)[0]; 
    validateClient(clientId); 
    log(`Confirming user.`); 
    await confirmSignUp({ clientId, username, code }); 
    log( 
      `User confirmed. Run 'admin-initiate-auth ${username} <password>' to sign 
 in.` 
    ); 
  } catch (err) { 
    log(err); 
  }
};

export { confirmSignUpHandler };

const confirmSignUp = async ({ clientId, username, code }) => { 

491



Amazon Cognito デベロッパーガイド
シナリオ

  const client = createClientForDefaultRegion(CognitoIdentityProviderClient); 

  const command = new ConfirmSignUpCommand({ 
    ClientId: clientId, 
    Username: username, 
    ConfirmationCode: code, 
  }); 

  return client.send(command);
};

import qrcode from "qrcode-terminal";
import { log } from "../../../../libs/utils/util-log.js";
import { adminInitiateAuth } from "../../../actions/admin-initiate-auth.js";
import { associateSoftwareToken } from "../../../actions/associate-software-
token.js";
import { FILE_USER_POOLS } from "./constants.js";
import { getFirstEntry } from "../../../../libs/utils/util-csv.js";

const handleMfaSetup = async (session, username) => { 
  const { SecretCode, Session } = await associateSoftwareToken(session); 

  // Store the Session for use with 'VerifySoftwareToken'. 
  process.env.SESSION = Session; 

  console.log( 
    "Scan this code in your preferred authenticator app, then run 'verify-software-
token' to finish the setup." 
  ); 
  qrcode.generate( 
    `otpauth://totp/${username}?secret=${SecretCode}`, 
    { small: true }, 
    console.log 
  );
};

const handleSoftwareTokenMfa = (session) => { 
  // Store the Session for use with 'AdminRespondToAuthChallenge'. 
  process.env.SESSION = session;
};

const validateClient = (id) => { 
  if (!id) { 
    throw new Error( 
      `User pool client id is missing. Did you run 'create-user-pool'?` 
    ); 
  }
};

const validateId = (id) => { 
  if (!id) { 
    throw new Error(`User pool id is missing. Did you run 'create-user-pool'?`); 
  }
};

const validateUser = (username, password) => { 
  if (!(username && password)) { 
    throw new Error( 
      `Username and password must be provided as arguments to the 'admin-initiate-
auth' command.` 
    ); 
  }
};

const adminInitiateAuthHandler = async (commands) => { 
  const [_, username, password] = commands; 
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  try { 
    validateUser(username, password); 

    const [userPoolId, clientId] = getFirstEntry(FILE_USER_POOLS); 
    validateId(userPoolId); 
    validateClient(clientId); 

    log("Signing in."); 
    const { ChallengeName, Session } = await adminInitiateAuth({ 
      clientId, 
      userPoolId, 
      username, 
      password, 
    }); 

    if (ChallengeName === "MFA_SETUP") { 
      log("MFA setup is required."); 
      return handleMfaSetup(Session, username); 
    } 

    if (ChallengeName === "SOFTWARE_TOKEN_MFA") { 
      handleSoftwareTokenMfa(Session); 
      log(`Run 'admin-respond-to-auth-challenge ${username} <totp>'`); 
    } 
  } catch (err) { 
    log(err); 
  }
};

export { adminInitiateAuthHandler };

const adminInitiateAuth = async ({ 
  clientId, 
  userPoolId, 
  username, 
  password,
}) => { 
  const client = createClientForDefaultRegion(CognitoIdentityProviderClient); 

  const command = new AdminInitiateAuthCommand({ 
    ClientId: clientId, 
    UserPoolId: userPoolId, 
    AuthFlow: AuthFlowType.ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH, 
    AuthParameters: { USERNAME: username, PASSWORD: password }, 
  }); 

  return client.send(command);
};

import { log } from "../../../../libs/utils/util-log.js";
import { adminRespondToAuthChallenge } from "../../../actions/admin-respond-to-
auth-challenge.js";
import { getFirstEntry } from "../../../../libs/utils/util-csv.js";
import { FILE_USER_POOLS } from "./constants.js";

const verifyUsername = (username) => { 
  if (!username) { 
    throw new Error( 
      `Username is missing. It must be provided as an argument to the 'admin-
respond-to-auth-challenge' command.` 
    ); 
  }
};

const verifyTotp = (totp) => { 
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  if (!totp) { 
    throw new Error( 
      `Time-based one-time password (TOTP) is missing. It must be provided as an 
 argument to the 'admin-respond-to-auth-challenge' command.` 
    ); 
  }
};

const storeAccessToken = (token) => { 
  process.env.AccessToken = token;
};

const adminRespondToAuthChallengeHandler = async (commands) => { 
  const [_, username, totp] = commands; 

  try { 
    verifyUsername(username); 
    verifyTotp(totp); 

    const [userPoolId, clientId] = getFirstEntry(FILE_USER_POOLS); 
    const session = process.env.SESSION; 

    const { AuthenticationResult } = await adminRespondToAuthChallenge({ 
      clientId, 
      userPoolId, 
      username, 
      totp, 
      session, 
    }); 

    storeAccessToken(AuthenticationResult.AccessToken); 

    log("Successfully authenticated."); 
  } catch (err) { 
    log(err); 
  }
};

export { adminRespondToAuthChallengeHandler };

const respondToAuthChallenge = async ({ 
  clientId, 
  username, 
  session, 
  userPoolId, 
  code,
}) => { 
  const client = createClientForDefaultRegion(CognitoIdentityProviderClient); 

  const command = new RespondToAuthChallengeCommand({ 
    ChallengeName: ChallengeNameType.SOFTWARE_TOKEN_MFA, 
    ChallengeResponses: { 
      SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE: code, 
      USERNAME: username, 
    }, 
    ClientId: clientId, 
    UserPoolId: userPoolId, 
    Session: session, 
  }); 

  return client.send(command);
};

import { log } from "../../../../libs/utils/util-log.js";
import { verifySoftwareToken } from "../../../actions/verify-software-token.js";
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const validateTotp = (totp) => { 
  if (!totp) { 
    throw new Error( 
      `Time-based one-time password (TOTP) must be provided to the 'validate-
software-token' command.` 
    ); 
  }
};
const verifySoftwareTokenHandler = async (commands) => { 
  const [_, totp] = commands; 

  try { 
    validateTotp(totp); 

    log("Verifying TOTP."); 
    await verifySoftwareToken(totp); 
    log("TOTP Verified. Run 'admin-initiate-auth' again to sign-in."); 
  } catch (err) { 
    console.log(err); 
  }
};

export { verifySoftwareTokenHandler };

const verifySoftwareToken = async (totp) => { 
  const client = createClientForDefaultRegion(CognitoIdentityProviderClient); 
  // The 'Session' is provided in the response to 'AssociateSoftwareToken'. 
  const session = process.env.SESSION; 

  if (!session) { 
    throw new Error( 
      "Missing a valid Session. Did you run 'admin-initiate-auth'?" 
    ); 
  } 

  const command = new VerifySoftwareTokenCommand({ 
    Session: session, 
    UserCode: totp, 
  }); 

  return client.send(command);
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の以下のトピックを参
照してください。
• AdminGetUser
• AdminInitiateAuth
• AdminRespondToAuthChallenge
• AssociateSoftwareToken
• ConfirmDevice
• ConfirmSignUp
• InitiateAuth
• ListUsers
• ResendConfirmationCode
• RespondToAuthChallenge
• SignUp
• VerifySoftwareToken
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Kotlin

SDK for Kotlin
Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

/** 
 Before running this Kotlin code example, set up your development environment, 
 including your credentials. 

 For more information, see the following documentation: 
 https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-kotlin/latest/developer-guide/setup.html 

 TIP: To set up the required user pool, run the AWS Cloud Development 
 Kit (AWS CDK) script provided in this GitHub repo at resources/cdk/
cognito_scenario_user_pool_with_mfa. 

 This code example performs the following operations: 

 1. Invokes the signUp method to sign up a user. 
 2. Invokes the adminGetUser method to get the user's confirmation status. 
 3. Invokes the ResendConfirmationCode method if the user requested another code. 
 4. Invokes the confirmSignUp method. 
 5. Invokes the initiateAuth to sign in. This results in being prompted to 
 set up TOTP (time-based one-time password). (The response is “ChallengeName”: 
 “MFA_SETUP”). 
 6. Invokes the AssociateSoftwareToken method to generate a TOTP MFA private key. 
 This can be used with Google Authenticator. 
 7. Invokes the VerifySoftwareToken method to verify the TOTP and register for MFA. 
 8. Invokes the AdminInitiateAuth to sign in again. This results in being prompted 
 to submit a TOTP (Response: “ChallengeName”: “SOFTWARE_TOKEN_MFA”). 
 9. Invokes the AdminRespondToAuthChallenge to get back a token. 
 */

suspend fun main(args: Array<String>) { 
    val usage = """ 
        Usage: 
            <clientId> <poolId> 
        Where: 
            clientId - The app client Id value that you can get from the AWS CDK 
 script. 
            poolId - The pool Id that you can get from the AWS CDK script.  
    """ 

    if (args.size != 2) { 
        println(usage) 
        exitProcess(1) 
    } 

    val clientId = args[0] 
    val poolId = args[1] 

    // Use the console to get data from the user. 
    println("*** Enter your use name") 
    val inOb = Scanner(System.`in`) 
    val userName = inOb.nextLine() 
    println(userName) 
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    println("*** Enter your password") 
    val password: String = inOb.nextLine() 

    println("*** Enter your email") 
    val email = inOb.nextLine() 

    println("*** Signing up $userName") 
    signUp(clientId, userName, password, email) 

    println("*** Getting $userName in the user pool") 
    getAdminUser(userName, poolId) 

    println("*** Conformation code sent to $userName. Would you like to send a new 
 code? (Yes/No)") 
    val ans = inOb.nextLine() 

    if (ans.compareTo("Yes") == 0) { 
        println("*** Sending a new confirmation code") 
        resendConfirmationCode(clientId, userName) 
    } 
    println("*** Enter the confirmation code that was emailed") 
    val code = inOb.nextLine() 
    confirmSignUp(clientId, code, userName) 

    println("*** Rechecking the status of $userName in the user pool") 
    getAdminUser(userName, poolId) 

    val authResponse = checkAuthMethod(clientId, userName, password, poolId) 
    val mySession = authResponse.session 
    val newSession = getSecretForAppMFA(mySession) 
    println("*** Enter the 6-digit code displayed in Google Authenticator") 
    val myCode = inOb.nextLine() 

    // Verify the TOTP and register for MFA. 
    verifyTOTP(newSession, myCode) 
    println("*** Re-enter a 6-digit code displayed in Google Authenticator") 
    val mfaCode: String = inOb.nextLine() 
    val authResponse1 = checkAuthMethod(clientId, userName, password, poolId) 
    val session2 = authResponse1.session 
    adminRespondToAuthChallenge(userName, clientId, mfaCode, session2)
}

suspend fun checkAuthMethod(clientIdVal: String, userNameVal: String, passwordVal: 
 String, userPoolIdVal: String): AdminInitiateAuthResponse { 
    val authParas = mutableMapOf<String, String>() 
    authParas["USERNAME"] = userNameVal 
    authParas["PASSWORD"] = passwordVal 

    val authRequest = AdminInitiateAuthRequest { 
        clientId = clientIdVal 
        userPoolId = userPoolIdVal 
        authParameters = authParas 
        authFlow = AuthFlowType.AdminUserPasswordAuth 
    } 

    CognitoIdentityProviderClient { region = "us-east-1" }.use 
 { identityProviderClient -> 
        val response = identityProviderClient.adminInitiateAuth(authRequest) 
        println("Result Challenge is ${response.challengeName}") 
        return response 
    }
}

suspend fun resendConfirmationCode(clientIdVal: String?, userNameVal: String?) { 
    val codeRequest = ResendConfirmationCodeRequest { 
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        clientId = clientIdVal 
        username = userNameVal 
    } 

    CognitoIdentityProviderClient { region = "us-east-1" }.use 
 { identityProviderClient -> 
        val response = identityProviderClient.resendConfirmationCode(codeRequest) 
        println("Method of delivery is " + 
 (response.codeDeliveryDetails?.deliveryMedium)) 
    }
}

// Respond to an authentication challenge.
suspend fun adminRespondToAuthChallenge(userName: String, clientIdVal: String?, 
 mfaCode: String, sessionVal: String?) { 
    println("SOFTWARE_TOKEN_MFA challenge is generated") 
    val challengeResponsesOb = mutableMapOf<String, String>() 
    challengeResponsesOb["USERNAME"] = userName 
    challengeResponsesOb["SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE"] = mfaCode 

    val adminRespondToAuthChallengeRequest = AdminRespondToAuthChallengeRequest { 
        challengeName = ChallengeNameType.SoftwareTokenMfa 
        clientId = clientIdVal 
        challengeResponses = challengeResponsesOb 
        session = sessionVal 
    } 

    CognitoIdentityProviderClient { region = "us-east-1" }.use 
 { identityProviderClient -> 
        val respondToAuthChallengeResult = 
 identityProviderClient.adminRespondToAuthChallenge(adminRespondToAuthChallengeRequest) 
        println("respondToAuthChallengeResult.getAuthenticationResult() 
 ${respondToAuthChallengeResult.authenticationResult}") 
    }
}

// Verify the TOTP and register for MFA.
suspend fun verifyTOTP(sessionVal: String?, codeVal: String?) { 
    val tokenRequest = VerifySoftwareTokenRequest { 
        userCode = codeVal 
        session = sessionVal 
    } 

    CognitoIdentityProviderClient { region = "us-east-1" }.use 
 { identityProviderClient -> 
        val verifyResponse = 
 identityProviderClient.verifySoftwareToken(tokenRequest) 
        println("The status of the token is ${verifyResponse.status}") 
    }
}

suspend fun getSecretForAppMFA(sessionVal: String?): String? { 
    val softwareTokenRequest = AssociateSoftwareTokenRequest { 
        session = sessionVal 
    } 

    CognitoIdentityProviderClient { region = "us-east-1" }.use 
 { identityProviderClient -> 
        val tokenResponse = 
 identityProviderClient.associateSoftwareToken(softwareTokenRequest) 
        val secretCode = tokenResponse.secretCode 
        println("Enter this token into Google Authenticator") 
        println(secretCode) 
        return tokenResponse.session 
    }
}
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suspend fun confirmSignUp(clientIdVal: String?, codeVal: String?, userNameVal: 
 String?) { 
    val signUpRequest = ConfirmSignUpRequest { 
        clientId = clientIdVal 
        confirmationCode = codeVal 
        username = userNameVal 
    } 

    CognitoIdentityProviderClient { region = "us-east-1" }.use 
 { identityProviderClient -> 
        identityProviderClient.confirmSignUp(signUpRequest) 
        println("$userNameVal  was confirmed") 
    }
}

suspend fun getAdminUser(userNameVal: String?, poolIdVal: String?) { 
    val userRequest = AdminGetUserRequest { 
        username = userNameVal 
        userPoolId = poolIdVal 
    } 

    CognitoIdentityProviderClient { region = "us-east-1" }.use 
 { identityProviderClient -> 
        val response = identityProviderClient.adminGetUser(userRequest) 
        println("User status ${response.userStatus}") 
    }
}

suspend fun signUp(clientIdVal: String?, userNameVal: String?, passwordVal: 
 String?, emailVal: String?) { 
    val userAttrs = AttributeType { 
        name = "email" 
        value = emailVal 
    } 

    val userAttrsList = mutableListOf<AttributeType>() 
    userAttrsList.add(userAttrs) 
    val signUpRequest = SignUpRequest { 
        userAttributes = userAttrsList 
        username = userNameVal 
        clientId = clientIdVal 
        password = passwordVal 
    } 

    CognitoIdentityProviderClient { region = "us-east-1" }.use 
 { identityProviderClient -> 
        identityProviderClient.signUp(signUpRequest) 
        println("User has been signed up") 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の以下のトピックを参照し
てください。
• AdminGetUser
• AdminInitiateAuth
• AdminRespondToAuthChallenge
• AssociateSoftwareToken
• ConfirmDevice
• ConfirmSignUp
• InitiateAuth
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• ListUsers
• ResendConfirmationCode
• RespondToAuthChallenge
• SignUp
• VerifySoftwareToken

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

前述のステップに加えて、この例では Amazon Cognito で追跡する MFA デバイスを登録し、追跡
対象デバイスのパスワードと情報を使用してサインインする方法も示しています。これにより、
新しい MFA コードを入力する必要がなくなります。

def run_scenario(cognito_idp_client, user_pool_id, client_id): 
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s') 

    print('-'*88) 
    print("Welcome to the Amazon Cognito user signup with MFA demo.") 
    print('-'*88) 

    cog_wrapper = CognitoIdentityProviderWrapper(cognito_idp_client, user_pool_id, 
 client_id) 

    user_name = q.ask("Let's sign up a new user. Enter a user name: ", q.non_empty) 
    password = q.ask("Enter a password for the user: ", q.non_empty) 
    email = q.ask("Enter a valid email address that you own: ", q.non_empty) 
    confirmed = cog_wrapper.sign_up_user(user_name, password, email) 
    while not confirmed: 
        print(f"User {user_name} requires confirmation. Check {email} for " 
              f"a verification code.") 
        confirmation_code = q.ask("Enter the confirmation code from the email: ") 
        if not confirmation_code: 
            if q.ask("Do you need another confirmation code (y/n)? ", q.is_yesno): 
                delivery = cog_wrapper.resend_confirmation(user_name) 
                print(f"Confirmation code sent by {delivery['DeliveryMedium']} " 
                      f"to {delivery['Destination']}.") 
        else: 
            confirmed = cog_wrapper.confirm_user_sign_up(user_name, 
 confirmation_code) 
    print(f"User {user_name} is confirmed and ready to use.") 
    print('-'*88) 

    print("Let's get a list of users in the user pool.") 
    q.ask("Press Enter when you're ready.") 
    users = cog_wrapper.list_users() 
    if users: 
        print(f"Found {len(users)} users:") 
        pp(users) 
    else: 
        print("No users found.") 
    print('-'*88) 

    print("Let's sign in and get an access token.") 
    auth_tokens = None 
    challenge = 'ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH' 
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    response = {} 
    while challenge is not None: 
        if challenge == 'ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH': 
            response = cog_wrapper.start_sign_in(user_name, password) 
            challenge = response['ChallengeName'] 
        elif response['ChallengeName'] == 'MFA_SETUP': 
            print("First, we need to set up an MFA application.") 
            qr_img = qrcode.make( 
                f"otpauth://totp/{user_name}?secret={response['SecretCode']}") 
            qr_img.save("qr.png") 
            q.ask("Press Enter to see a QR code on your screen. Scan it into an MFA 
 " 
                  "application, such as Google Authenticator.") 
            webbrowser.open("qr.png") 
            mfa_code = q.ask( 
                "Enter the verification code from your MFA application: ", 
 q.non_empty) 
            response = cog_wrapper.verify_mfa(response['Session'], mfa_code) 
            print(f"MFA device setup {response['Status']}") 
            print("Now that an MFA application is set up, let's sign in again.") 
            print("You might have to wait a few seconds for a new MFA code to 
 appear in " 
                  "your MFA application.") 
            challenge = 'ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH' 
        elif response['ChallengeName'] == 'SOFTWARE_TOKEN_MFA': 
            auth_tokens = None 
            while auth_tokens is None: 
                mfa_code = q.ask( 
                    "Enter a verification code from your MFA application: ", 
 q.non_empty) 
                auth_tokens = cog_wrapper.respond_to_mfa_challenge( 
                    user_name, response['Session'], mfa_code) 
            print(f"You're signed in as {user_name}.") 
            print("Here's your access token:") 
            pp(auth_tokens['AccessToken']) 
            print("And your device information:") 
            pp(auth_tokens['NewDeviceMetadata']) 
            challenge = None 
        else: 
            raise Exception(f"Got unexpected challenge 
 {response['ChallengeName']}") 
    print('-'*88) 

    device_group_key = auth_tokens['NewDeviceMetadata']['DeviceGroupKey'] 
    device_key = auth_tokens['NewDeviceMetadata']['DeviceKey'] 
    device_password = base64.standard_b64encode(os.urandom(40)).decode('utf-8') 

    print("Let's confirm your MFA device so you don't have re-enter MFA tokens for 
 it.") 
    q.ask("Press Enter when you're ready.") 
    cog_wrapper.confirm_mfa_device( 
        user_name, device_key, device_group_key, device_password, 
        auth_tokens['AccessToken'], aws_srp) 
    print(f"Your device {device_key} is confirmed.") 
    print('-'*88) 

    print(f"Now let's sign in as {user_name} from your confirmed device 
 {device_key}.\n" 
          f"Because this device is tracked by Amazon Cognito, you won't have to re-
enter an MFA code.") 
    q.ask("Press Enter when ready.") 
    auth_tokens = cog_wrapper.sign_in_with_tracked_device( 
        user_name, password, device_key, device_group_key, device_password, 
 aws_srp) 
    print("You're signed in. Your access token is:") 
    pp(auth_tokens['AccessToken']) 
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    print('-'*88) 

    print("Don't forget to delete your user pool when you're done with this 
 example.") 
    print("\nThanks for watching!") 
    print('-'*88)

def main(): 
    parser = argparse.ArgumentParser( 
        description="Shows how to sign up a new user with Amazon Cognito and 
 associate " 
                    "the user with an MFA application for multi-factor 
 authentication.") 
    parser.add_argument('user_pool_id', help="The ID of the user pool to use for 
 the example.") 
    parser.add_argument('client_id', help="The ID of the client application to use 
 for the example.") 
    args = parser.parse_args() 
    try: 
        run_scenario(boto3.client('cognito-idp'), args.user_pool_id, 
 args.client_id) 
    except Exception: 
        logging.exception("Something went wrong with the demo.")

if __name__ == '__main__': 
    main()

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の以下のトピック
を参照してください。
• AdminGetUser
• AdminInitiateAuth
• AdminRespondToAuthChallenge
• AssociateSoftwareToken
• ConfirmDevice
• ConfirmSignUp
• InitiateAuth
• ListUsers
• ResendConfirmationCode
• RespondToAuthChallenge
• SignUp
• VerifySoftwareToken

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「このサービスを AWS SDK で使
用する (p. 4)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用する Amazon Cognito ID のコード
例

次のコード例は、Amazon Cognito ID を AWS Software Development Kit (SDK) と使用する方法を示してい
ます。
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「アクション」は、個々のサービス関数の呼び出し方法を示すコードの抜粋です。

クロスサービスの例は、複数の AWS のサービス で動作するサンプルアプリケーションです。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「このサービスを AWS SDK で使
用する (p. 4)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

コード例
• AWS SDK を使用する Amazon Cognito ID のアクション (p. 503)

• 指定された名前で新しい Amazon Cognito の Amazon Cognito ID を作成する (p. 503)
• Amazon Cognito アイデンティティプールを一覧表示する (p. 504)

• AWS SDK を使用した Amazon Cognito のクロスサービスの例 (p. 506)
• Amazon Transcribe アプリを構築する (p. 506)
• Amazon Textract エクスプローラーアプリケーションを作成する (p. 506)

AWS SDK を使用する Amazon Cognito ID のアクショ
ン
次のコード例では、AWS SDK を使用して個々の Amazon Cognito ID のアクションを実行する方法を示し
ています。これらの抜粋では、Amazon Cognito ID API の呼び出し例が示されています。単独での実行例
は示されていません。それぞれの例には、GitHub へのリンクがあり、コンテキストでコードを設定および
実行する方法についての説明が記載されています。

以下の例には、最も一般的に使用されるアクションだけが含まれています。詳細なリストについて
は、Amazon Cognito ID API Reference (Amazon Cognito ID API リファレンス) を参照してください。

例
• 指定された名前で新しい Amazon Cognito の Amazon Cognito ID を作成する (p. 503)
• Amazon Cognito アイデンティティプールを一覧表示する (p. 504)

指定された名前で新しい Amazon Cognito の Amazon Cognito ID 
を作成する
次のコード例は、指定された名前で Amazon Cognito ID の検索を行う方法を示しています。見つからない
場合は ID を作成します。

Swift

SDK for Swift

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

新しい ID プールを作成します。
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    func createIdentityPool(name: String) async throws -> String? { 
        let cognitoInputCall = CreateIdentityPoolInput(developerProviderName: 
 "com.exampleco.CognitoIdentityDemo", 
                                                       identityPoolName: name) 

        do { 
            let result = try await cognitoIdentityClient.createIdentityPool(input: 
 cognitoInputCall) 
            guard let poolId = result.identityPoolId  else { 
                return nil 
            } 
             
            return poolId 
             
        } catch { 
            print("ERROR: ", dump(error, name: "Error attempting to create the 
 identity pool")) 
        } 
         
        return nil 
    }

• 詳細については、「AWS SDK for Swift デベロッパーガイド」を参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for Swift API リファレンスの以下のトピックを参照してくだ

さい。
• createIdentityPool
• listIdentityPools

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「このサービスを AWS SDK で使
用する (p. 4)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

Amazon Cognito アイデンティティプールを一覧表示する
次のコード例は、Amazon Cognito アイデンティティプールを取得する方法を示しています。

Swift

SDK for Swift

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

名前を指定してアイデンティティプールの ID を検索します。

    func getIdentityPoolID(name: String) async throws -> String? { 
        var token: String? = nil 
         
        // Iterate over the identity pools until a match is found. 
        repeat { 
            /// `token` is a value returned by `ListIdentityPools()` if the 
 returned list 
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            /// of identity pools is only a partial list. You use the `token` to 
 tell Cognito that 
            /// you want to continue where you left off previously; specifying 
 `nil` or not providing 
            /// it means "start at the beginning." 
             
            let listPoolsInput = ListIdentityPoolsInput(maxResults: 25, nextToken: 
 token) 
             
            /// Read pages of identity pools from Cognito until one is found 
            /// whose name matches the one specified in the `name` parameter. 
            /// Return the matching pool's ID. Each time we ask for the next 
            /// page of identity pools, we pass in the token given by the 
            /// previous page. 
             
            do { 
                let output = try await 
 cognitoIdentityClient.listIdentityPools(input: listPoolsInput) 

                if let identityPools = output.identityPools { 
                    for pool in identityPools { 
                        if pool.identityPoolName == name { 
                            return pool.identityPoolId! 
                        } 
                    } 
                } 
                 
                token = output.nextToken 
            } catch { 
                print("ERROR: ", dump(error, name: "Trying to get list of identity 
 pools")) 
            } 
        } while token != nil 
         
        return nil 
    }

既存のアイデンティティプールの ID を取得します。存在しない場合は、作成します。

    public func getOrCreateIdentityPoolID(name: String) async throws -> String? { 
        // See if the pool already exists 
         
        do { 
            guard let poolId = try await self.getIdentityPoolID(name: name) else { 
                let poolId = try await self.createIdentityPool(name: name) 
                return poolId 
            } 
       
            return poolId 
            
        } catch { 
            print("ERROR: ", dump(error, name: "Trying to get the identity pool 
 ID")) 
            return nil 
        } 
    }

• 詳細については、「AWS SDK for Swift デベロッパーガイド」を参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for Swift API リファレンスの以下のトピックを参照してくだ

さい。
• createIdentityPool
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• listIdentityPools

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「このサービスを AWS SDK で使
用する (p. 4)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用した Amazon Cognito のクロスサー
ビスの例
次のサンプルアプリケーションでは、AWS SDK を使用して Amazon Cognito を他の AWS のサービスと
組み合わせます。それぞれの例には、GitHub へのリンクがあり、アプリケーションを設定および実行する
方法についての説明を参照できます。

例
• Amazon Transcribe アプリを構築する (p. 506)
• Amazon Textract エクスプローラーアプリケーションを作成する (p. 506)

Amazon Transcribe アプリを構築する
次のコード例は、Amazon Transcribe を使用して音声録音を文字起こしし、ブラウザに表示する方法を示
しています。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Amazon Transcribe を使用して音声録音を文字起こしし、ブラウザに表示するアプリを作成し
ます。このアプリは 2 つの Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットを使用しま
す。1 つはアプリケーションコードをホストし、もう 1 つはトランスクリプションを保存しま
す。このアプリは、Amazon Cognito ユーザープールを使用してユーザーを認証します。認証済み
ユーザーは、必要な AWS サービスにアクセスする AWS Identity and Access Management (IAM) 
許可があります。

完全なソースコードとセットアップおよび実行の手順については、GitHub で完全な例を参照して
ください。

この例は、AWS SDK for JavaScript v3 デベロッパーガイドでも使用できます。

この例で使用されているサービス

• Amazon Cognito ID
• Amazon S3
• Amazon Transcribe

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「このサービスを AWS SDK で使
用する (p. 4)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

Amazon Textract エクスプローラーアプリケーションを作成する
次のコード例は、インタラクティブアプリケーションで Amazon Textract の出力を調べる方法を示してい
ます。
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JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

AWS SDK for JavaScript を使用して、Amazon Textract を使用してドキュメントイメージから
データを抽出し、インタラクティブなウェブページに表示する React アプリケーションを構
築する方法を示します。この例はウェブブラウザで実行され、認証情報に認証された Amazon 
Cognito ID が必要です。Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) をストレージに使用し、
通知のために、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックにサブスクライブし
た Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューをポーリングします。

完全なソースコードとセットアップおよび実行の手順については、GitHub で完全な例を参照して
ください。

この例で使用されているサービス

• Amazon Cognito ID
• Amazon S3
• Amazon SNS
• Amazon SQS
• Amazon Textract

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「このサービスを AWS SDK で使
用する (p. 4)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用した Amazon Cognito Sync の
コード例

次のコード例は、Amazon Cognito Sync を AWS Software Development Kit (SDK) と使用する方法を示し
ています。

「アクション」は、個々のサービス関数の呼び出し方法を示すコードの抜粋です。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「このサービスを AWS SDK で使
用する (p. 4)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

コード例
• AWS SDK を使用する Amazon Cognito Sync のアクション (p. 507)

• AWS SDK を使用して Amazon Cognito に登録された ID プールのリストを取得しま
す。 (p. 508)

AWS SDK を使用する Amazon Cognito Sync のアク
ション
次のコード例では、AWS SDK を使用して個々の Amazon Cognito Sync のアクションを実行する方法を示
しています。これらの抜粋では、Amazon Cognito Sync API の呼び出し例が示されています。単独での実
行例は示されていません。それぞれの例には、GitHub へのリンクがあり、コンテキストでコードを設定お
よび実行する方法についての説明が記載されています。
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以下の例には、最も一般的に使用されるアクションだけが含まれています。詳細なリストについて
は、Amazon Cognito Sync API Reference (Amazon Cognito Sync API リファレンス) を参照してくださ
い。

例
• AWS SDK を使用して Amazon Cognito に登録された ID プールのリストを取得します。 (p. 508)

AWS SDK を使用して Amazon Cognito に登録された ID プール
のリストを取得します。
次のコード例は、Amazon Cognito アイデンティティプールを一覧表示する方法を示しています。

Rust

SDK for Rust

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変更される場合
があり、本稼働環境では使用しないでください。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

async fn show_pools(client: &Client) -> Result<(), Error> { 
    let response = client 
        .list_identity_pool_usage() 
        .max_results(10) 
        .send() 
        .await?; 

    if let Some(pools) = response.identity_pool_usages() { 
        println!("Identity pools:"); 

        for pool in pools { 
            println!( 
                "  Identity pool ID:    {}", 
                pool.identity_pool_id().unwrap_or_default() 
            ); 
            println!( 
                "  Data storage:        {}", 
                pool.data_storage().unwrap_or_default() 
            ); 
            println!( 
                "  Sync sessions count: {}", 
                pool.sync_sessions_count().unwrap_or_default() 
            ); 
            println!( 
                "  Last modified:       {}", 
                pool.last_modified_date().unwrap().to_chrono_utc()? 
            ); 
            println!(); 
        } 
    } 

    println!("Next token: {}", response.next_token().unwrap_or_default()); 

    Ok(())
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}

• API の詳細については、AWS SDK for Rust API リファレンスの「ListIdentityPoolUsage」を参
照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「このサービスを AWS SDK で使
用する (p. 4)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。
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Amazon Cognito のセキュリティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS の顧客は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。

セキュリティは、AWS とお客様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、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。Amazon Cognito に適用されるコンプライアンスプログラムについては、
「コンプライアンスプログラムによる AWS 対象範囲内のサービス」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、お客様のデータの機密性、企業の要件、および適用可能な法律および規制などの他の要因に
ついても責任を担います。

このドキュメントは、Amazon Cognito の使用時に責任共有モデルを適用する方法を理解するために役立
ち、セキュリティおよびコンプライアンス上の目的を満たすように Amazon Cognito を設定する方法を説
明します。また、Amazon Cognito リソースのモニタリングとセキュア化に役立つ AWS のその他のサービ
スを使用する方法も学びます。

目次
• Amazon Cognito でのデータ保護 (p. 510)
• Amazon Cognito 向けの Identity and access management (p. 511)
• Amazon Cognito でのロギングとモニタリング (p. 530)
• Amazon Cognito のコンプライアンス検証 (p. 557)
• Amazon Cognito の耐障害性 (p. 557)
• Amazon Cognito のインフラストラクチャセキュリティ (p. 558)
• Amazon Cognito ユーザープールの設定と脆弱性分析 (p. 558)
• Amazon Cognito 向けの AWS 管理ポリシー (p. 558)

Amazon Cognito でのデータ保護
Amazon Cognito (Amazon Cognito) でのデータ保護には、AWS の責任共有モデルが適用されます。このモ
デルで説明したように、AWS は、すべての AWS クラウドを実行するグローバルインフラストラクチャを
保護する責任を負います。お客様は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する
管理を維持する責任があります。このコンテンツには、使用する AWS のサービスに対するセキュリティ
の設定と管理タスクが含まれます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよく
ある質問」を参照してください。

データ保護の目的で、AWS アカウントの認証情報を保護し、個々のユーザーアカウントを AWS Identity 
and Access Management (IAM) で設定することをお勧めします。この方法により、それぞれの職務を遂行
するために必要なアクセス許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータを保護するこ
とをお勧めします。

• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。

510

http://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
http://aws.amazon.com/compliance/programs/
http://aws.amazon.com/compliance/programs/
http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/
http://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
http://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq
http://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq


Amazon Cognito デベロッパーガイド
データ暗号化

• 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 暗号化ソリューションを AWS のサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使

用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これにより、Amazon S3 

に保存される個人データの検出と保護が支援されます。

顧客のアカウント番号などの機密の識別情報は、名前フィールドなどの自由形式のフィールドに配置し
ないことを強くお勧めします。これには、コンソール、API、AWS CLI、または AWS SDK を使用して 
Amazon Cognito または AWS のその他サービスを使用する場合も含まれます。Amazon Cognito、または
その他のサービスに入力されたデータは、いずれも診断ログへの包含のために取得される可能性がありま
す。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。

データ暗号化
データ暗号化は、通常、保管時の暗号化と転送中の暗号化の 2 つのカテゴリに分類されます。

保管時の暗号化

Amazon Cognito 内のデータは、業界標準に従って保管時に暗号化されます。

転送時の暗号化

Amazon Cognito へのすべてのリクエストは、Transport Layer Security (TLS) プロトコル経由で行われ
る必要があります。クライアントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要
があります。TLS 1.2 以降が推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve 
Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクラ
イアントでサポートされている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどの
システムでサポートされています。

Note

Amazon Cognito は、カスタマーコンテンツを内部で暗号化し、カスタマー提供のキーをサポート
しません。

Amazon Cognito 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、Cognito リソースの使用について誰が認証され (サ
インインされる)、承認される (許可を持つ) かを制御します。IAM は、追加費用なしで使用できる AWS の
サービス です。

トピック
• 対象者 (p. 512)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 512)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 514)
• Amazon Cognito で IAM が機能する仕組み (p. 516)
• Amazon Cognito の ID ベースのポリシー例 (p. 523)
• Amazon Cognito のアイデンティティとアクセスのトラブルシューティング (p. 526)
• Amazon Cognito のサービスリンクロールの使用 (p. 527)
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対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の使用方法は、Cognito で行う作業に応じて異なります。

サービスユーザー – 業務を行うために Cognito サービスを使用する場合は、管理者から必要な許可と認証
情報が提供されます。作業を行うためにより多くの Cognito 機能を使用するにつれて、追加の許可が必要
になる場合があります。アクセス権が管理される方法を理解しておくと、適切な許可を管理者に請求する
うえで役立ちます。Cognito の機能にアクセスできない場合は、「Amazon Cognito のアイデンティティと
アクセスのトラブルシューティング (p. 526)」を参照してください。

サービス管理者 – Cognito リソースの社内担当者である場合は、Cognito への完全なアクセス権を持って
いると思われます。サービスのユーザーがどの CogCognito 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。企業が Cognito で 
IAM を利用する方法の詳細については、「Amazon Cognito で IAM が機能する仕組み (p. 516)」を参照し
てください。

IAM 管理者 – IAM 管理者である場合は、Cognito 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
いて理解しておくことをお勧めします。IAM で使用できる Cognito の ID ベースのポリシー例を確認するに
は、「Amazon Cognito の ID ベースのポリシー例 (p. 523)」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。推奨される方法を使用して自分でリ
クエストに署名する方法の詳細については、AWS 全般のリファレンスの「署名バージョン 4 の署名プロ
セス」を参照してください。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧め
します。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイ
ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認
証 (MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント 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
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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 
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。

• フェデレーションユーザーアクセス – フェデレーション ID 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。フェデレーション ID が認証されると、その ID 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
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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
ションに、ポリシー内の追加の依存アクションが必要かどうかを確認するには、サービス認証リファ
レンスの「Amazon Cognito 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。

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。
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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継ぐことができます。

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。

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
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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。

Amazon Cognito で IAM が機能する仕組み
IAM を使用して Cognito へのアクセスを管理する前に、Cognito で利用できる IAM の機能について学びま
す。

Amazon Cognito で使用できる IAM の機能

IAM の機能 Cognito によるサポート

アイデンティティベースのポリシー (p. 517) はい

リソースベースのポリシー (p. 517) いいえ

ポリシーアクション (p. 517) はい

ポリシーリソース (p. 519) はい

ポリシー条件キー (p. 520) はい

ACL (p. 521) いいえ

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 521) 部分的

テンポラリ認証情報 (p. 522) はい

プリンシパル許可 (p. 522) いいえ

サービスロール (p. 522) はい

サービスにリンクされたロール (p. 522) はい

大部分の IAM 機能が Cognito および AWS のその他のサービスでどのように機能するかに関するおおまか
な説明については、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。
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Cognito の ID ベースのポリシー

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。

Cognito 向けのアイデンティティベースのポリシー例

Cognito 向けのアイデンティティベースのポリシーの例を確認するには、「Amazon Cognito の ID ベース
のポリシー例 (p. 523)」を参照してください。

Cognito 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
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。

Cognito 向け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。
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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、関連付けられた操作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。

Cognito アクションのリストを確認するには、サービス認証リファレンスの「Amazon Cognito ID で定義
されるアクション」を参照してください。

Cognito のポリシーアクションは、アクションの先頭に以下のプレフィックスを使用します。

cognito-identity

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": [ 
      "cognito-identity:action1", 
      "cognito-identity:action2" 
         ]

署名された API と署名されていない API

AWS 認証情報を使用して Amazon Cognito API リクエストに署名する場合、AWS Identity and Access 
Management (IAM) ポリシーでリクエストを制限できます。AWS 認証情報で署名する必要がある API リ
クエストには、サーバー側での AdminInitiateAuth を使用したサインイン、および UpdateUserPool
などの Amazon Cognito リソースを作成、表示、または変更するアクションが含まれます。署名付き API 
リクエストの詳細については、「AWS API リクエストの署名」を参照してください。

Amazon Cognito は、一般公開するアプリケーション用のコンシューマー ID 製品であるため、次の署名
されていない API にアクセスできます。アプリケーションは、ユーザーと見込みユーザーに代わってこれ
らの API リクエストを行います。一部の API (InitiateAuth など) は、新しい認証セッションを開始す
るために、事前の承認を必要としません。一部の API (VerifySoftwareToken など) は、アクセストー
クンやセッションキーを認証に使用して、既存の認証済みセッションを持つユーザーの MFA 設定を完了
します。署名されていない、承認済みの Amazon Cognito ユーザープール API は、Amazon Cognito API 
リファレンスで示しているように、リクエスト構文での Session または AccessToken パラメータをサ
ポートしています。署名されていない Amazon Cognito アイデンティティ API は、Amazon Cognito フェ
デレーティッドアイデンティティ API リファレンスで示しているように、IdentityId パラメータをサ
ポートしています。

Amazon Cognito フェデレーティッド ID

• GetId

• GetOpenIdToken

• GetCredentialsForIdentity

• UnlinkIdentity

Amazon Cognito ユーザープール

• AssociateSoftwareToken

• ChangePassword

• ConfirmDevice
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• ConfirmForgotPassword

• ConfirmSignUp

• DeleteUser

• DeleteUserAttributes

• ForgetDevice

• ForgotPassword

• GetDevice

• GetUser

• GetUserAttributeVerificationCode

• GlobalSignOut

• InitiateAuth

• ListDevices

• ResendConfirmationCode

• RespondToAuthChallenge

• RevokeToken

• SetUserMFAPreference

• SetUserSettings

• SignUp

• UpdateAuthEventFeedback

• UpdateDeviceStatus

• UpdateUserAttributes

• VerifySoftwareToken

• VerifyUserAttribute

Cognito 向けのアイデンティティベースのポリシーの例を確認するには、「Amazon Cognito の ID ベース
のポリシー例 (p. 523)」を参照してください。

Cognito 向け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
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。

操作のリスト化など、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、ワイルドカード (*) を
使用して、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します。

"Resource": "*"
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Amazon リソースネーム (ARN)

Amazon Cognito フェデレーティッド ID の ARN

Amazon Cognito ID プール (フェデレーティッド ID) では、以下の例にあるように、Amazon リソースネー
ム (ARN) 形式を使用して IAM ユーザーのアクセスを特定の ID プールに制限することができます。ARN の
詳細については、「IAM 識別子」を参照してください。

arn:aws:cognito-identity:REGION:ACCOUNT_ID:identitypool/IDENTITY_POOL_ID

Amazon Cognito Sync の ARN

Amazon Cognito Sync では、カスタマーがアイデンティティプール ID、アイデンティティ ID、および
データセット名でアクセスを制限することもできます。

ID プールで動作する API の場合、サービス名が cognito-identity ではなく cognito-sync である場
合を除いて、ID プールの ARN 形式が Amazon Cognito フェデレーティッド ID のものと同じになります。

arn:aws:cognito-sync:REGION:ACCOUNT_ID:identitypool/IDENTITY_POOL_ID

RegisterDevice などの単一のアイデンティティで動作する API については、以下の ARN 形式で個々の
アイデンティティを参照できます。

arn:aws:cognito-sync:REGION:ACCOUNT_ID:identitypool/IDENTITY_POOL_ID/identity/IDENTITY_ID

データセットで動作する API (例えば、UpdateRecords および ListRecords) の場合、次の ARN 形式
を使用して個別のデータセットを参照できます。

arn:aws:cognito-sync:REGION:ACCOUNT_ID:identitypool/IDENTITY_POOL_ID/identity/IDENTITY_ID/
dataset/DATASET_NAME

Amazon Cognito ユーザープールの ARN

Amazon Cognito ユーザープールでは、以下の ARN 形式を使用して、ユーザーのアクセスを特定のユー
ザープールに制限することが可能です。

arn:aws:cognito-idp:REGION:ACCOUNT_ID:userpool/USER_POOL_ID

Cognito リソースのタイプとその ARN のリストを確認するには、サービス認証リファレンス の「Amazon 
Cognito で定義されるリソースタイプ」を参照してください。各リソースの ARN を指定できるアクション
については、「Amazon Cognito で定義されるアクション」を参照してください。

Cognito 向けのアイデンティティベースのポリシーの例を確認するには、「Amazon Cognito の ID ベース
のポリシー例 (p. 523)」を参照してください。

Cognito 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。
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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。

Cognito の条件キーのリストを確認するには、サービス認証リファレンス の「Amazon Cognito の条件
キー」を参照してください。条件キーを使用できるアクションとリソースについては、「Amazon Cognito 
で定義されるアクション」を参照してください。

Cognito 向けのアイデンティティベースのポリシーの例を確認するには、「Amazon Cognito の ID ベース
のポリシー例 (p. 523)」を参照してください。

Cognito 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。

Cognito 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 部分的

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 をセット
アップする手順を説明するチュートリアルについては、「IAM ユーザーガイド」の「属性ベースのアクセ
ス制御 (ABAC) を使用する」を参照してください。
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Cognito 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、の「IAM の一時的なセキュリティ認
証情報」を参照してください。

Cognito 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 いいえ

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。アクションに、ポリシー内の追加の依存アクション
が必要かどうかを確認するには、サービス認証リファレンスの「Amazon Cognito 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。

Cognito 向けのサービスロール

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。

Cognito のサービスロールの詳細については、「プッシュ同期を有効にする (p. 317)」と「プッシュ同
期 (p. 407)」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、Cognito の機能が破損する可能性があります。Cognito 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。

Cognito 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
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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
リンク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。

Cognito のサービスリンクロールの作成または管理の詳細については、「Amazon Cognito のサービスリン
クロールの使用 (p. 527)」を参照してください。

Amazon Cognito の ID ベースのポリシー例
デフォルトでは、ユーザーおよびロールには Cognito リソースを作成または変更する許可がありません。
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。

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。

Cognito 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「Amazon Cognito 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. 523)
• Cognito コンソールの使用 (p. 524)
• 自分の許可の表示をユーザーに許可する (p. 524)
• 特定の ID プールにコンソールアクセスを制限する (p. 525)
• プール内のすべての ID に対して特定のデータセットへのアクセスを許可する (p. 525)

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 Cognito 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 
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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。

Note

Amazon Cognito コンソールの元のバージョンと新しいバージョンでは、Amazon Cognito リソー
スを表示および変更するときの基本的な動作が異なります。条件 aws:ViaAWSService が true 
のときだけに cognito-idp サービスプレフィックスのアクションに許可を付与する場合、該当
する IAM プリンシパルは、元のコンソールでは Amazon Cognito リソースを使用できますが、
新しいコンソールでは使用できません。Amazon Cognito コンソールの新しいバージョンと元の
バージョンでの作業を許可するには、IAM ポリシーの Amazon Cognito アクセス許可に対して
aws:ViaAWSService 条件を設定しないでください。

Cognito コンソールの使用
Amazon Cognito コンソールにアクセスするには、最小限の許可のセットが必要です。これらの許可
は、AWS アカウントの Cognito リソースに関する詳細情報のリスト化と表示を可能にする必要がありま
す。最小限必要な許可よりも制限が厳しいアイデンティティベースのポリシーを作成すると、そのポリ
シーを持つエンティティ (ユーザーまたはロール) に対してコンソールが意図したとおりに機能しません。

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソール許可を付与する必要はあり
ません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが
許可されます。

ユーザーとロールが引き続き Cognito コンソールを使用できるようにするには、エンティティに Cognito 
の ConsoleAccess または ReadOnly AWS 管理ポリシーもアタッチします。詳細については、IAM ユー
ザーガイドの「ユーザーへの許可の追加」を参照してください。

自分の許可の表示をユーザーに許可する
この例では、ユーザーアイデンティティに添付されたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM 
ユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS 
CLI か AWS API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

特定の ID プールにコンソールアクセスを制限する

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "cognito-identity:ListIdentityPools" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "cognito-identity:*" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:cognito-identity:us-east-1:0123456789:identitypool/us-
east-1:1a1a1a1a-ffff-1111-9999-12345678" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "cognito-sync:*" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:cognito-sync:us-east-1:0123456789:identitypool/us-
east-1:1a1a1a1a-ffff-1111-9999-12345678" 
    } 
  ]
}

プール内のすべての ID に対して特定のデータセットへのアクセ
スを許可する

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "cognito-sync:ListRecords", 
        "cognito-sync:UpdateRecords" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:cognito-sync:us-east-1:0123456789:identitypool/us-
east-1:1a1a1a1a-ffff-1111-9999-12345678/identity/*/dataset/UserProfile" 
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    } 
  ]
}

Amazon Cognito のアイデンティティとアクセスのト
ラブルシューティング
以下の情報は、Cognito と IAM の使用時に発生する可能性がある一般的な問題の診断と修正に役立ちま
す。

トピック
• Cognito でアクションを実行する権限がない (p. 526)
• iam:PassRole を実行する権限がありません (p. 526)
• 管理者として Cognito へのアクセスを他のユーザーに許可する (p. 527)
• AWS アカウント外のユーザーに Cognito リソースへのアクセスを許可する (p. 527)

Cognito でアクションを実行する権限がない
ある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、そのアクションを実行できるよう
にポリシーを更新する必要があります。

次のエラー例は、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して、ある my-example-
widget リソースに関する詳細情報を表示しようとしたことを想定して、その際に必要な cognito-
identity:GetWidget アクセス許可を持っていない場合に発生するものです。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: cognito-
identity:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、cognito-identity:GetWidget アクションを使用して my-example-widget リソースへ
のアクセスを許可するように、mateojackson ユーザーのポリシーを更新する必要があります。

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。

iam:PassRole を実行する権限がありません
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 
Cognito にロールを渡せ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またはサービスにリンクされたロールを作成せず
に、既存のロールをサービスに渡すことが許可されています。そのためには、サービスにロールを渡す許
可が必要です。

以下のエラー例は、marymajor という名前の IAM ユーザーがコンソールを使用して Cognito 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
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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。

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。

管理者として Cognito へのアクセスを他のユーザーに許可する
他のユーザーが Cognito にアクセスできるようにするには、アクセスする必要がある人物またはアプリ
ケーションの IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) を作成する必要があります。ユーザーは、このエ
ンティティの認証情報を使用して にアクセスしますAWS 次に、そのエンティティに Cognito での適切な
許可を付与するポリシーをアタッチする必要があります。

すぐに開始するには、IAM ユーザーガイドの「IAM が委任した最初のユーザーおよびグループの作成」を
参照してください 。

AWS アカウント外のユーザーに Cognito リソースへのアクセス
を許可する
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、以下を参照してください。

• Cognito がこれらの機能をサポートするかどうかについては、「Amazon Cognito で IAM が機能する仕
組み (p. 516)」を参照してください。

• 所有している AWS アカウント全体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「所有している別の AWS 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。

Amazon Cognito のサービスリンクロールの使用
Amazon Cognito は、AWS Identity and Access Management (IAM) サービスリンクロールを使用していま
す。サービスリンクロールは、Amazon Cognito に直接リンクされた一意の IAM ロールタイプです。サー
ビスリンクロールは Amazon Cognito によって事前に定義されており、サービスがユーザーに代わって 
AWS のその他サービスを呼び出すために必要なすべての許可が含まれています。

サービスリンクロールでは、必要な許可を手動で追加する必要がないため、Amazon Cognito の設定が簡
単になります。Amazon Cognito は、そのサービスリンクロールの許可を定義します。別途定義されてい
る場合を除き、Amazon Cognito しかそのロールを引き受けることができません。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。これは、Amazon Cognito 
リソースを保護します。リソースにアクセスするための許可を誤って削除できなくなくなるからです。
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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を確認するには、「IAM と連携する AWS の
サービス」を開き、サービスにリンクされたロール列で「はい」が表示されているサービスを探します。
サービスにリンクされた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。

Amazon Cognito のサービスリンクロール許可
Amazon Cognito は、以下のサービスリンクロールを使用します。

• AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdpEmailService – Amazon Cognito のユーザープールサービスが E 
メールの送信に Amazon SES アイデンティティを使用できるようにします。

• AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdp – Amazon Cognito のユーザープールが、Amazon Pinpoint プロ
ジェクトのイベントを発行し、エンドポイントを設定できるようにします。

AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdpEmailService

AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdpEmailService サービスリンクロールは、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。

• email.cognito-idp.amazonaws.com

このロールの許可ポリシーは、Amazon Cognito が指定されたリソースで以下のアクションを実行できる
ようにします。

AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdpEmailService に許可されるアクション:

• アクション: ses:SendEmail および ses:SendRawEmail
• リソース: *

このポリシーは、Amazon Cognito が指定されたリソースで以下のアクションを完了することを拒否しま
す。

拒否されるアクション

• アクション: ses:List*
• リソース: *

これらの許可を使用すると、Amazon Cognito は、ユーザーへの E メールの送信に Amazon SES で検証
済みの E メールアドレスのみを使用することができます。Amazon Cognito は、ユーザーがユーザープー
ルのクライアントアプリで特定のアクション (サインアップやパスワードのリセットなど) を実行するとき
に、ユーザーに E メールを送信します。

IAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロールなど) がサービスリンクロールの作成、編集、削除を行う
ことを許可する許可を設定する必要があります。詳細については、「IAM User Guide」(IAM ユーザーガイ
ド) の「Service-linked role permissions」(サービスにリンクされたロールのアクセス権限) を参照してくだ
さい。

AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdp

サービスにリンクされたロール AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdp は、以下のサービスを信頼して
ロールを引き受けます。

• email.cognito-idp.amazonaws.com
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このロールの許可ポリシーは、Amazon Cognito が指定されたリソースで以下のアクションを実行できる
ようにします。

AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdp に許可されるアクション

• アクション: cognito-idp:Describe
• リソース: *

この許可を使用すると、Amazon Cognito はユーザーに代わって Describe Amazon Cognito API オペレー
ションを呼び出すことができます。

Note

createUserPoolClient と updateUserPoolClient を使用して Amazon Cognito を 
Amazon Pinpoint に統合すると、リソースのアクセス許可がインラインポリシーとして SLR 
に追加されます。インラインポリシーは、mobiletargeting:UpdateEndpoint および
mobiletargeting:PutEvents 許可を提供します。これらの許可は、Amazon Cognito 
が、Cognito に統合された Pinpoint プロジェクトのためにイベントを発行し、エンドポイントを
設定できるようにします。

Amazon Cognito のサービスリンクロールの作成
サービスリンクロールを手動で作成する必要はありません。AWS Management Console、AWS CLI、また
は Amazon Cognito API で、Amazon SES 設定を使用して E メール送信を処理するようにユーザープール
を設定すると、Amazon Cognito がサービスリンクロールを作成します。

このサービスリンク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。Amazon SES 設定を使用してメール配信を処理するようにユーザープールを設
定すると、Amazon Cognito がサービスリンクロールをもう一度作成します。

Amazon Cognito がこのロールを作成する前に、ユーザープールのセットアップに使用する IAM 許可に
iam:CreateServiceLinkedRole アクションを含める必要があります。IAM での許可の更新に関する詳
細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ユーザーの許可の変更」を参照してください。

Amazon Cognito のサービスリンクロールの編集
AWS Identity and Access Managementで AmazonCognitoIdp または AmazonCognitoIdpEmailService サー
ビスリンク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
ビスにリンクされたロールの編集」を参照してください。

Amazon Cognito のサービスリンクロールの削除
サービスリンクロールを必要とする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。ロールを削除すると、Amazon Cognito が積極的にモニタリングまたは維持してい
るエンティティのみを保持します。AmazonCognitoIdp または AmazonCognitoIdpEmailService サービス
リンクロールを削除する前に、このロールを使用する各ユーザープールに対して以下のいずれかを実行す
る必要があります。

• ユーザープールを削除する。
• ユーザープールの E メール設定を更新して、デフォルトの E メール機能を使用する。デフォルト設定で

は、サービスリンクロールが使用されません。

ロールを使用するユーザープールを使用してそれぞれの AWS リージョン でアクションを実行することを
忘れないようにしてください。
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Note

リソースを削除しようとするときに Amazon Cognito サービスがロールを使用している場合は、
削除が失敗する可能性があります。失敗した場合は、数分待ってから操作を再試行してくださ
い。

Amazon Cognito ユーザープールを削除する

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

2. [Manage User Pools] (ユーザープールの管理) をクリックします。
3. [Your User Pools] (ユーザープール) ページで、削除するユーザープールを選択します。
4. [Delete pool] (プールの削除) をクリックします。
5. [Delete user pool] (ユーザープールの削除) ウィンドウで「delete」と入力し、[Delete pool] (プール

の削除) をクリックします。

デフォルトの E メール機能を使用するために Amazon Cognito ユーザープールを更新する

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

2. [Manage User Pools] (ユーザープールの管理) をクリックします。
3. [Your User Pools] (ユーザープール) ページで、更新するユーザープールを選択します。
4. 左側のナビゲーションメニューで [Message customizations] (メッセージのカスタマイズ) をクリック

します。
5. [Do you want to send emails through your Amazon SES Configuration?] (Amazon SES の設定を通じて 

E メールを送信しますか?) で [No - Use Cognito (Default)] (いいえ - Cognito を使用します (デフォル
ト)) を選択します。

6. E メールアカウントオプションの設定を終了したら、[Save changes] (変更の保存) をクリックしま
す。

IAM を使用してサービスリンクロールを手動で削除するには

IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用して、AmazonCognitoIdp または 
AmazonCognitoIdpEmailService サービスリンク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。

Amazon Cognito サービスリンクロールがサポートされるリー
ジョン
Amazon Cognito は、このサービスを利用できるすべての AWS リージョン でサービスリンクロールの使
用をサポートします。詳細については、AWS リージョン およびエンドポイントを参照してください。

Amazon Cognito でのロギングとモニタリング
モニタリングは、Amazon Cognito および AWS のその他ソリューションの信頼性、可用性、およびパ
フォーマンスを維持するための重要な要素です。現在 Amazon Cognito では、組織と、その組織内で発生
するアクティビティを監視することができるように、以下の AWS のサービス をサポートしています。

• AWS CloudTrail – CloudTrail では、Amazon Cognito コンソールからの API コール、および Amazon 
Cognito API オペレーションへのコードコールをキャプチャできます。例えば、ユーザーが認証する
と、CloudTrail はリクエストの IP アドレス、リクエストの実行者、および実行日時などの詳細を記録で
きます。
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のクォータと使用状況の追跡

• Amazon CloudWatch メトリクス – CloudWatch メトリクスでは、監視、報告、およびイベントが発生
した場合のほぼリアルタイムでの自動アクションの実行が可能です。例えば、提供されたメトリクスで 
CloudWatch ダッシュボードを作成して Amazon Cognito ユーザープールを監視する、または提供され
たメトリクスで CloudWatch アラームを作成して、設定されたしきい値の超過を通知することができま
す。

• Amazon CloudWatch Logs Insights – CloudWatch Logs Insights では、Amazon Cognito CloudTrail ロ
グファイルをモニタリングするため、CloudWatch にイベントを送信するよう CloudTrail を設定できま
す。

トピック
• CloudWatch と Service Quotas でのクォータと使用状況の追跡 (p. 531)
• AWS CloudTrail を使用した Amazon Cognito API コールのロギング (p. 539)

CloudWatch と Service Quotas でのクォータと使用状
況の追跡
Amazon CloudWatch または Service Quotas を使用して、Amazon Cognito ユーザープールをモニタリ
ングできます。CloudWatch は、raw データを収集して、それをほぼリアルタイムの読み取り可能なメ
トリクスに変換します。CloudWatch では、特定のしきい値を監視するアラームを設定し、これらのし
きい値に到達したときに通知を送信、またはアクションを実行することができます。サービスクォータ
向けの CloudWatch アラームを作成するには、「CloudWatch アラームを作成する」を参照してくださ
い。Amazon Cognito のメトリクスは 5 分間隔で利用できます。CloudWatch での保持期間の詳細について
は、「Amazon CloudWatch のよくある質問」ページを参照してください。

Service Quotas を使用して、Amazon Cognito ユーザープールのクォータの使用量を表示し、管理するこ
とができます。Service Quotas コンソールには、Service Quotas の表示、クォータ引き上げのリクエス
ト、および現在の使用率の表示という 3 つの機能があります。最初の機能を使用してクォータを表示し、
クォータが調整可能かどうかを確認できます。2 番目の機能を使用して、Service Quotas の引き上げをリ
クエストできます。最後の機能は、クォータの使用率の表示に使用できます。この機能を利用できるの
は、アカウントがしばらくの間アクティブな状態であった場合のみです。Service Quotas コンソールでの
クォータの表示に関する詳細については、「Viewing service quotas」を参照してください。

Note

Amazon Cognito のメトリクスは 5 分間隔で利用可能になります。CloudWatch での保持期間の詳
細については、「Amazon CloudWatch のよくある質問」ページを参照してください。

トピック
• Amazon Cognito ユーザープールのメトリクス (p. 531)
• Amazon Cognito ユーザープールのディメンション (p. 538)
• Service Quotas コンソールを使用してメトリクスを追跡する (p. 538)
• CloudWatch コンソールを使用してメトリクスを追跡する (p. 538)
• クォータの CloudWatch アラームを作成する (p. 539)

Amazon Cognito ユーザープールのメトリクス
以下の表には、Amazon Cognito ユーザープールに使用できるメトリクスがリストされています。

Note

過去 2 週間に新しいデータポイントがなかったメトリクスは、コンソールに表示されません。ま
た、コンソールの [All metrics] (すべてのメトリクス) タブにある検索ボックスにそれらのメトリ
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クス名またはディメンション名を入力しても表示されません。さらに、list-metrics コマンドの結
果にも返されません。これらのメトリクスを取得する最適な方法は、AWS CLI で get-metric-
data または get-metric-statistics コマンドを使用することです。

メトリクス 説明

SignUpSuccesses Amazon Cognito ユーザープールに対して正常に行
われたユーザー登録リクエストの合計数を提供し
ます。正常に行われたユーザー登録リクエストは 1 
の値を生成し、失敗したリクエストは 0 の値を生
成します。スロットリングされたリクエストも失
敗したリクエストと見なされるため、スロットリ
ングされたリクエストも 0 の数を生成します。

正常に行われたユーザー登録リクエストの割合
を確認するには、このメトリクスの Average 統
計を使用します。ユーザー登録リクエストの合
計数を計上するには、このメトリクスの Sample 
Count 統計を使用します。正常に行われたユー
ザー登録リクエストの合計数を計上するには、
このメトリクスの Sum 統計を使用します。失敗
したユーザー登録リクエストの合計数を計上する
には、CloudWatch Math 式を使用して、Sample 
Count 統計から Sum 統計を減算します。

このメトリクスは、各ユーザープールクライアン
トのユーザープールごとにパブリッシュされま
す。ユーザー登録が管理者によって実行された場
合、メトリクスはユーザープールクライアントを
Admin とした形でパブリッシュされます。

このメトリクスは、ユーザーのインポートおよ
びユーザーの移行には生成されません。

メトリクスディメンション:
UserPool、UserPoolClient

単位: 数

SignUpThrottles Amazon Cognito ユーザープールに対して行われた
ユーザー登録リクエストで、スロットリングされ
たものの合計数を提供します。ユーザー登録リク
エストがスロットリングされるたびに、1 の数が発
行されます。

スロットリングされたユーザー登録リクエストの
合計数を計上するには、このメトリクスの Sum 統
計を使用します。

このメトリクスは、各クライアントのユーザー
プールごとにパブリッシュされます。スロットリ
ングされたリクエストが管理者によって行われた
ものである場合、メトリクスはユーザープールク
ライアントを Admin とした形でパブリッシュされ
ます。

メトリクスディメンション:
UserPool、UserPoolClient
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メトリクス 説明
単位: 数

SignInSuccesses Amazon Cognito ユーザープールに対して正常に行
われたユーザー認証リクエストの合計数を提供し
ます。認証トークンがユーザーに発行されると、
ユーザー認証は正常に行われたとみなされます。
認証が正常に行われると 1 の値が生成され、リ
クエストが失敗すると 0 の値が生成されます。ス
ロットリングされたリクエストも失敗したリクエ
ストと見なされるため、スロットリングされたリ
クエストも 0 の数を生成します。

正常に行われたユーザー認証リクエストの割合
を調べるには、このメトリクスの Average 統計
を使用します。ユーザー認証リクエストの合計
数を計上するには、このメトリクスの Sample 
Count 統計を使用します。正常に行われたユー
ザー認証リクエストの合計数を計上するには、
このメトリクスの Sum 統計を使用します。失敗
したユーザー認証リクエストの合計数を計上する
には、CloudWatch Math 式を使用して、Sample 
Count 統計から Sum 統計を減算します。

このメトリクスは、各クライアントのユーザー
プールごとにパブリッシュされます。リクエスト
で無効なユーザープールクライアントが提供され
た場合、メトリクスの対応するユーザープールク
ライアント値には、リクエストで送信された実際
の無効な値ではなく、固定値の Invalid が含まれ
ます。

このメトリクスには Amazon Cognito トークンを
更新するリクエストが含まれないことに注意して
ください。Refresh トークン統計の提供には、別
のメトリクスがあります。

メトリクスディメンション:
UserPool、UserPoolClient

単位: 数
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メトリクス 説明

SignInThrottles Amazon Cognito ユーザープールに対して行われた
ユーザー認証リクエストで、スロットリングされ
たものの合計数を提供します。認証リクエストが
スロットリングされるたびに、1 の数が発行されま
す。

スロットリングされたユーザー認証リクエストの
合計数を計上するには、このメトリクスの Sum 統
計を使用します。

このメトリクスは、各クライアントのユーザー
プールごとにパブリッシュされます。リクエスト
で無効なユーザープールクライアントが提供され
た場合、メトリクスの対応するユーザープールク
ライアント値には、リクエストで送信された実際
の無効な値ではなく、固定値の Invalid が含まれ
ます。

このメトリクスに Amazon Cognito トークンを更
新するリクエストは含まれません。Refresh トー
クン統計の提供には、別のメトリクスがありま
す。

メトリクスディメンション:
UserPool、UserPoolClient

単位: 数
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メトリクス 説明

TokenRefreshSuccesses Amazon Cognito ユーザープールに対して行われ
た Amazon Cognito を更新するリクエストで、正
常に行われたものの合計数を提供します。Amazon 
Cognito トークンの更新リクエストが正常に行われ
ると 1 の値が生成され、失敗したリクエストには 
0 の値が生成されます。スロットリングされたリク
エストも失敗したリクエストと見なされるため、
スロットリングされたリクエストも 0 の数を生成
します。

正常に行われた Amazon Cognito トークンの更新
リクエストの割合を調べるには、このメトリクス
の Average 統計を使用します。Amazon Cognito 
トークンを更新するリクエストの合計数を計上す
るには、このメトリクスの Sample Count 統計
を使用します。正常に行われた Amazon Cognito 
トークンの更新リクエストの合計数を計上するに
は、このメトリクスの Sum 統計を使用します。失
敗した Amazon Cognito トークンの更新リクエス
トの合計数を計上するには、CloudWatch Math 式
を使用して、Sample Count 統計から Sum 統計を
減算します。

このメトリクスは、ユーザープールクライアント
ごとにパブリッシュされます。リクエストに無
効なユーザープールクライアントがある場合、
ユーザープールクライアントの値には固定値の
Invalid が含まれます。

メトリクスディメンション:
UserPool、UserPoolClient

単位: 数

535



Amazon Cognito デベロッパーガイド
CloudWatch と Service Quotas で

のクォータと使用状況の追跡

メトリクス 説明

TokenRefreshThrottles Amazon Cognito ユーザープールに対して行われた 
Amazon Cognito トークンを更新するリクエスト
で、スロットリングされたものの合計数を提供し
ます。Amazon Cognito トークンの更新リクエスト
がスロットリングされるたびに、1 の数が発行され
ます。

Amazon Cognito トークンのスロットリングされた
更新リクエストの合計数を計上するには、このメ
トリクスの Sum 統計を使用します。

このメトリクスは、各クライアントのユーザー
プールごとにパブリッシュされます。リクエスト
で無効なユーザープールクライアントが提供され
た場合、メトリクスの対応するユーザープールク
ライアント値には、リクエストで送信された実際
の無効な値ではなく、固定値の Invalid が含まれ
ます。

メトリクスディメンション:
UserPool、UserPoolClient

単位: 数

FederationSuccesses Amazon Cognito ユーザープールに対して正常に行
われた ID フェデレーションリクエストの合計数を
提供します。ID フェデレーションリクエストが正
常に行われると 1 の値が生成され、失敗すると 0 
の値が生成されます。スロットリングされたリク
エストも失敗したリクエストと見なされるため、
スロットリングされたリクエストも 0 の数を生成
します。

正常に行われた ID フェデレーションリクエスト
の割合を調べるには、このメトリクスの Average
統計を使用します。ID フェデレーションリクエ
ストの合計数を計上するには、このメトリクスの
Sample Count 統計を使用します。正常に行われ
た ID フェデレーションリクエストの合計数を計上
するには、このメトリクスの Sum 統計を使用しま
す。失敗した ID フェデレーションリクエストの合
計数を計上するには、CloudWatch Math 式を使用
して、Sample Count 統計から Sum 統計を減算し
ます。

メトリクスディメンショ
ン:UserPool、UserPoolClient、IdentityProvider

単位: 数
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メトリクス 説明

FederationThrottles Amazon Cognito ユーザープールに対して行われ
た ID フェデレーションリクエストで、スロットリ
ングされたものの合計数を提供します。ID フェデ
レーションリクエストがスロットリングされるた
びに、1 の数が発行されます。

スロットリングされた ID フェデレーションリクエ
ストの合計数を計上するには、このメトリクスの
Sum 統計を使用します。

メトリクスディメンショ
ン:UserPool、UserPoolClient、IdentityProvider

単位: 数

CallCount 顧客が実行したコールで、カテゴリに関連するも
のの合計数を提供します。このメトリクスには、
スロットリングコール、失敗したコール、正常に
行われたコールなどのすべてのコールが含まれま
す。

このメトリクスは [Usage] (使用状況) の
nameSpace で利用できます。

カテゴリクォータは、アカウントとリージョン内
のすべてのユーザープール全体で、各 AWS アカウ
ントに実施されます。

カテゴリ内のコールの合計数は、このメトリクス
の Sum 統計を使用して計上できます。

メトリクスディメンション: 
Type、Resource、Class

単位: 数

ThrottleCount スロットルされたコールで、カテゴリに関連する
ものの合計数を提供します。

このメトリクスは [Usage] (使用状況) の
nameSpace で利用できます。

このメトリクスは、アカウントレベルでパブリッ
シュされます。

カテゴリ内のコールの合計数は、このメトリクス
の Sum 統計を使用して計上できます。

メトリクスディメンション: 
Type、Resource、Class

単位: 数
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Amazon Cognito ユーザープールのディメンション
Amazon Cognito によってパブリッシュされた使用状況メトリクスの絞り込みには、以下のディメンショ
ンが使用されます。ディメンションは、CallCount および ThrottleCount  メトリクスのみに適用さ
れます。

ディメンション 説明

Service リソースを含む AWS のサービスの名前。Amazon 
Cognito の使用状況メトリクスの場合、このディメ
ンションの値は Cognito user pool です。

Type 報告されるエンティティのタイプ。Amazon 
Cognito の使用状況メトリクスに対する有効な値は 
API のみです。

Resource 実行中のリソースのタイプ。有効な値はカテゴリ
名のみです。

Class 追跡されているリソースのクラス。Amazon 
Cognito は class ディメンションを使用しません。

Service Quotas コンソールを使用してメトリクスを追跡する
Service Quotas を使用して、中央の場所から Amazon Cognito ユーザープールのクォータを表示および
管理できます。Service Quotas コンソールを使用して、特定のクォータに関する詳細の表示、クォータ
使用率のモニタリング、クォータ引き上げのリクエストを行うことができます。一部のクォータタイプで
は、CloudWatch アラームを作成してクォータ使用率を追跡できます。追跡できる Amazon Cognito メト
リクスの詳細については、「クォータの使用状況を追跡する (p. 568)」を参照してください。

Amazon Cognito ユーザープールのサービスクォータ使用率を表示するには、以下の手順を実行します。

1. Service Quotas コンソール を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[AWS services] (AWS のサービス) を選択します。
3. [AWS services] (AWS のサービス) リストで、検索フィールドに「Amazon Cognito user pools」と入

力します。[Service Quota] (サービスクォータ) ページが表示されます。
4. CloudWatch モニタリングをサポートするクォータを選択します。例えば、[Rate of 

UserAuthentication requests] を選択します。
5. [Monitoring] (モニタリング) までスクロールダウンします。このセクションは、CloudWatch モニタリ

ングをサポートするクォータに対してのみ表示されます。
6. [Monitoring] (モニタリング) では、現在のサービスクォータ使用率をグラフに表示できます。
7. [Monitoring] (モニタリング) で、1 時間、3 時間、12 時間、1 日、3 日、または 1 週間を選択します。
8. グラフ内の任意の領域を選択して、サービスクォータ使用率の割合を表示します。ここでは、ダッ

シュボードにグラフを追加する、またはアクションメニューを使用して、CloudWatch コンソールで
関連メトリクスを表示する [View in metrics] (メトリクスで表示) を選択することができます。

CloudWatch コンソールを使用してメトリクスを追跡する
CloudWatch を使用して、Amazon Cognito ユーザープールのメトリクスを追跡して収集することができ
ます。CloudWatch ダッシュボードには、使用するすべての AWS のサービスに関するメトリクスが表示
されます。CloudWatch を使用してメトリクスアラームを作成できます。アラームは、通知を送信する、
またはモニタリングしている特定のリソースに変更を行うように設定できます。CloudWatch でサービス
クォータメトリクスを表示するには、以下のステップを実行します。
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1. CloudWatch コンソール を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Metrics] (メトリクス) を選択します。
3. [All metrics] (すべてのメトリクス) でメトリクスとディメンションを選択します。
4. メトリクスの横にあるチェックボックスをオンにします。グラフにメトリクスが表示されます。

Note

過去 2 週間に新しいデータポイントがなかったメトリクスは、コンソールに表示されません。ま
た、コンソールの [All metrics] (すべてのメトリクス) タブにある検索ボックスにそれらのメトリ
クス名またはディメンション名を入力しても表示されず、list-metrics コマンドの結果にも返され
ません。これらのメトリクスを取得する最適な方法は、AWS CLI で get-metric-data または
get-metric-statistics コマンドを使用することです。

クォータの CloudWatch アラームを作成する
Amazon Cognito は、CallCount および ThrottleCount API の AWS サービスクォータに対応する 
CloudWatch の使用状況メトリクスを提供します。CloudWatch での使用状況の追跡については、「クォー
タの使用状況を追跡する (p. 568)」を参照してください。

Service Quotas コンソールで、使用量がサービスクォータに近づいた場合に警告するアラームを作成でき
ます。Service Quotas コンソールを使用して CloudWatch アラームを設定する方法については、「Service 
Quotas and CloudWatch alarms」を参照してください。

AWS CloudTrail を使用した Amazon Cognito API コー
ルのロギング
Amazon Cognito は、Amazon Cognito でユーザー、ロール、または AWS のサービスが実行したア
クションを記録するサービスである AWS CloudTrail と統合されています。CloudTrail は、Amazon 
Cognito の API コールのサブセットをイベントとしてキャプチャし、これには Amazon Cognit コン
ソールと、Amazon Cognito API 操作へのコードコールからのコールが含まれます。証跡を作成する場
合、Amazon Cognito のイベントを含めた CloudTrail イベントの Amazon S3 バケットへの継続的な配信
を有効にすることができます。追跡を設定しない場合でも、CloudTrail コンソールの [Event history] (イベ
ント履歴) で最新のイベントを表示できます。CloudTrail によって収集された情報を使用して、Amazon 
Cognito に対して行われたリクエスト、リクエスト元の IP アドレス、リクエスト者、リクエストが行われ
た日時、および追加の詳細を確認できます。

設定や有効化の方法など、CloudTrail の詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」を参照して
ください。

特定の CloudTrail イベントに対する Amazon CloudWatch アラームを作成することもできます。例え
ば、ID プールの設定が変更された場合にアラームがトリガーされるように CloudWatch を設定できます。
詳細については、「CloudTrail イベントの CloudWatch アラームの作成: 例」を参照してください。

トピック
• CloudTrail 内の Amazon Cognito 情報 (p. 539)
• Amazon Cognito のサインインイベントの概要 (p. 542)
• Amazon CloudWatch Logs Insights を使用した Amazon Cognito CloudTrail イベントの分析 (p. 556)

CloudTrail 内の Amazon Cognito 情報
CloudTrail は、アカウント作成時に AWS で有効になります。Amazon Cognito でサポートされているイベ
ントアクティビティが発生すると、そのアクティビティは [Event history] (イベント履歴) で AWS のその
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他サービスのイベントと共に CloudTrail イベントに記録されます。AWS アカウントで最近のイベントを
表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、「CloudTrail Event 履歴でのイベントの表示」を
参照してください。

Amazon Cognito のイベントなどの AWS アカウントのイベントの継続的な記録については、証跡を作成し
ます。CloudTrail の証跡がログファイルを Amazon S3 バケットに配信します。デフォルトでは、コンソー
ルで追跡を作成するときに、追跡がすべての リージョンに適用されます。追跡は、AWSパーティションの
すべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配
信します。さらに、CloudTrail ログで収集したイベントデータをより詳細に分析し、それに基づく対応す
るためにその他の AWS のサービスを設定できます。詳細については、次を参照してください。

• 証跡を作成するための概要
• CloudTrail がサポートされているサービスと統合
• amazon SNS の CloudTrail 通知の設定
• 複数のリージョンから CloudTrail ログファイルを受け取るおよび複数のアカウントから CloudTrail ログ

ファイルを受け取る

各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。同一性情報は次の
判断に役立ちます。

• リクエストが、ルートと IAM ユーザー認証情報のどちらを使用して送信されたか。
• リクエストがロールまたはフェデレーティッドユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用し

て行われたかどうか。
• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。

詳細については、「CloudTrail userIdentity エレメント」を参照してください。

Amazon Cognito ユーザープール

Amazon Cognito は、[User pool actions] (ユーザープールのアクション) ページにリストされているすべ
てのアクションを、イベントとして CloudTrail ログファイルに記録することをサポートします。Amazon 
Cognito は、ユーザープールイベントを管理イベントとして CloudTrail にログ記録します。

また、Amazon Cognito は次のホストされた UI リクエストをイベントとして CloudTrail にログ記録しま
す。

Cloudtrail でのホスト型 UI オペレーション

Operation 説明

Login_GET, CognitoAuthentication ユーザーは ログインエンドポイント (p. 593) に
認証情報を表示または送信します。

OAuth2_Authorize_GET ユーザーは 認可エンドポイント (p. 581) を表示
します。

OAuth2Response_GET, OAuth2Response_POST ユーザーは IdP トークンを /oauth2/
idpresponse エンドポイントに送信します。

SAML2Response_POST ユーザーは IdP SAML アサーションを /saml2/
idpresponse エンドポイントに送信します。

Login_OIDC_SAML_POST ユーザーは、ログインエンドポイント (p. 593) で
ユーザー名を入力し、IdP identifier と一致させま
す。
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Operation 説明

Token_POST ユーザーは、認証コードを トークンエンドポイン
ト (p. 587) に送信します。

Signup_GET, Signup_POST ユーザーは、サインアップ情報を /signup エンド
ポイントに送信します。

Confirm_GET, Confirm_POST ユーザーは、ホストされた UI で確認コードを送信
します。

ResendCode_POST ユーザーは、ホストされた UI で確認コードの再送
リクエストを送信します。

ForgotPassword_GET, ForgotPassword_POST ユーザーは、パスワードのリセットリクエストを /
forgotPassword エンドポイントに送信します。

ConfirmForgotPassword_GET,
ConfirmForgotPassword_POST

ユーザーは、ForgotPassword リクエストを確認
するコードを /confirmForgotPassword エンド
ポイントに送信します。

ResetPassword_GET, ResetPassword_POST ユーザーは、ホストされた UI で新しいパスワード
を送信します。

Mfa_GET, Mfa_POST ユーザーは、ホストされた UI で多要素認証 (MFA) 
コードを送信します。

MfaOption_GET, MfaOption_POST ユーザーは、ホストされた UI で MFA の好みの方
法を選択します。

Logout ユーザーは、/logout エンドポイントでサインア
ウトします。

SAML2Logout_POST ユーザーは、/saml2/logout エンドポイントで
サインアウトします。

Error_GET ユーザーは、ホストされた UI でエラーページを表
示します。

UserInfo_GET, UserInfo_POST ユーザーまたは IdP は、UserInfo エンドポイン
ト (p. 591) と情報を交換します。

Confirm_With_Link_GET ユーザーは、Amazon Cognito が E メールメッ
セージで送信したリンクに基づいて確認を送信し
ます。

Event_Feedback_GET ユーザーは、高度なセキュリティ機能イベントに
関するフィードバックを Amazon Cognito に送信
します。

Note

ユーザー固有のリクエストについて、Amazon Cognito は CloudTrail ログに UserSub を記録しま
すが、UserName は記録しません。ListUsers API を呼び出し、sub のフィルターを使用するこ
とで、所定の UserSub のユーザーを見つけることができます。

Amazon Cognito フェデレーティッド ID

データイベント
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Amazon Cognito は、以下の Amazon Cognito ID イベントをデータイベントとしてログ記録します。デー
タイベントは、CloudTrail がデフォルトではログ記録しない大量のデータプレーン API オペレーションで
す。追加の変更がイベントデータに適用されます。

• GetCredentialsForIdentity
• GetId
• GetOpenIdToken
• GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity
• UnlinkIdentity

これらの API オペレーションの CloudTrail ログを生成するには、トレイル内のデータイベントを有効
にし、Cognito ID プールのイベントセレクターを選択する必要があります。詳細については、AWS 
CloudTrail ユーザーガイドの「証跡へのデータイベントのログ記録」を参照してください。

次の CLI コマンドを使用して、ID プールのイベントセレクターをトレイルに追加することもできます。

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name <trail name> --advanced-event-selectors \
"{\ 
   \"Name\": \"Cognito Selector\",\ 
   \"FieldSelectors\": [\ 
      {\ 
         \"Field\": \"eventCategory\",\ 
         \"Equals\": [\ 
            \"Data\"\ 
         ]\ 
      },\ 
      {\ 
         \"Field\": \"resources.type\",\ 
         \"Equals\": [\ 
            \"AWS::Cognito::IdentityPool\"\ 
         ]\ 
      }\ 
   ]\
}"

管理イベント

Amazon Cognito は、残りの Amazon Cognito ID API オペレーションを管理イベントとしてログ記録しま
す。CloudTrail は、デフォルトで管理イベント API オペレーションをログ記録します。

Amazon Cognito が CloudTrail にログ記録する Amazon Cognito ID API オペレーションのリストについて
は、Amazon Cognito Federated Identities API Reference (Amazon Cognito フェデレーティッドアイデン
ティティ API リファレンス) をご覧ください。

Amazon Cognito Sync

Amazon Cognito は、すべての Amazon Cognito Sync API オペレーションを管理イベントとしてログ記録
します。Amazon Cognito が CloudTrail にログ記録する Amazon Cognito Sync API オペレーションのリス
トについては、Amazon Cognito Sync API Reference(Amazon Cognito Sync API リファレンス) をご覧く
ださい。

Amazon Cognito のサインインイベントの概要
証跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できます。CloudTrail のログ
ファイルには、単一か複数のログエントリがあります。イベントはあらゆるソースからの単一のリクエス
トを表し、リクエストされたアクション、アクションの日時、リクエストのパラメータなどの情報が含ま
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れます。CloudTrail ログファイルは、公開 API コールの順序付けられたスタックトレースではないため、
特定の順序では表示されません。

トピック
• ホストされた UI サインアップの CloudTrail イベントの例 (p. 543)
• SAML リクエストの CloudTrail イベントの例 (p. 548)
• トークンエンドポイントへのリクエストの CloudTrail イベントの例 (p. 549)
• CreateIdentityPool の CloudTrail イベントの例 (p. 551)
• GetCredentialsForIdentity の CloudTrail イベントの例 (p. 552)
• GetId の CloudTrail イベントの例 (p. 553)
• GetOpenIdToken の CloudTrail イベントの例 (p. 553)
• GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity の CloudTrail イベントの例 (p. 554)
• UnlinkIdentity の CloudTrail イベントの例 (p. 555)

ホストされた UI サインアップの CloudTrail イベントの例

以下の CloudTrail イベントの例は、ユーザーがホストされた UI からサインアップしたときに Amazon 
Cognito がログに記録する情報を示しています。

Amazon Cognito は、新しいユーザーがアプリのサインインページに移動すると、次のイベントをログに
記録します。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": 
    { 
        "accountId": "123456789012" 
    }, 
    "eventTime": "2022-04-06T05:38:12Z", 
    "eventSource": "cognito-idp.amazonaws.com", 
    "eventName": "Login_GET", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.1", 
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7)...", 
    "errorCode": "", 
    "errorMessage": "", 
    "additionalEventData": 
    { 
        "responseParameters": 
        { 
            "status": 200.0 
        }, 
        "requestParameters": 
        { 
            "redirect_uri": 
            [ 
                "https://www.amazon.com" 
            ], 
            "response_type": 
            [ 
                "token" 
            ], 
            "client_id": 
            [ 
                "1example23456789" 
            ] 
        } 
    }, 
    "eventID": "382ae09a-151d-4116-8f2b-6ac0a804a38c", 
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    "readOnly": true, 
    "eventType": "AwsServiceEvent", 
    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "123456789012", 
    "serviceEventDetails": 
    { 
        "serviceAccountId": "111122223333" 
    }, 
    "eventCategory": "Management"
}

Amazon Cognito は、新しいユーザーがアプリのサインインページで [ Sign up ] を選択すると、次のイベ
ントをログに記録します。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": 
    { 
        "accountId": "123456789012" 
    }, 
    "eventTime": "2022-05-05T23:21:43Z", 
    "eventSource": "cognito-idp.amazonaws.com", 
    "eventName": "Signup_GET", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.1", 
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7)...", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "additionalEventData": 
    { 
        "responseParameters": 
        { 
            "status": 200 
        }, 
        "requestParameters": 
        { 
            "response_type": 
            [ 
                "code" 
            ], 
            "redirect_uri": 
            [ 
                "https://www.amazon.com" 
            ], 
            "client_id": 
            [ 
                "1example23456789" 
            ] 
        }, 
        "userPoolDomain": "mydomain.us-west-2.amazoncognito.com", 
        "userPoolId": "us-west-2_aaaaaaaaa" 
    }, 
    "requestID": "7a63e7c2-b057-4f3d-a171-9d9113264fff", 
    "eventID": "5e7b27a0-6870-4226-adb4-f86cd51ac5d8", 
    "readOnly": true, 
    "eventType": "AwsServiceEvent", 
    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "123456789012", 
    "serviceEventDetails": 
    { 
        "serviceAccountId": "111122223333" 
    }, 
    "eventCategory": "Management"
}
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Amazon Cognito は、新しいユーザーがユーザー名を選択し、E メールアドレスを入力し、アプリのサイン
インページからパスワードを選択すると、次のイベントをログに記録します。Amazon Cognito は、ユー
ザーの ID に関する識別情報を CloudTrail に記録しません。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": 
    { 
        "accountId": "123456789012" 
    }, 
    "eventTime": "2022-05-05T23:22:05Z", 
    "eventSource": "cognito-idp.amazonaws.com", 
    "eventName": "Signup_POST", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.1", 
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7)...", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "additionalEventData": 
    { 
        "responseParameters": 
        { 
            "status": 302 
        }, 
        "requestParameters": 
        { 
            "password": 
            [ 
                "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS" 
            ], 
            "requiredAttributes[email]": 
            [ 
                "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS" 
            ], 
            "response_type": 
            [ 
                "code" 
            ], 
            "_csrf": 
            [ 
                "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS" 
            ], 
            "redirect_uri": 
            [ 
                "https://www.amazon.com" 
            ], 
            "client_id": 
            [ 
                "1example23456789" 
            ], 
            "username": 
            [ 
                "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS" 
            ] 
        }, 
        "userPoolDomain": "mydomain.us-west-2.amazoncognito.com", 
        "userPoolId": "us-west-2_aaaaaaaaa" 
    }, 
    "requestID": "9ad58dd8-3517-4aa8-96a5-d17a01df9eb4", 
    "eventID": "c75eb7a5-eb8c-43d1-8331-f4412e756e69", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsServiceEvent", 
    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "123456789012", 
    "serviceEventDetails": 
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    { 
        "serviceAccountId": "111122223333" 
    }, 
    "eventCategory": "Management"
}

Amazon Cognito は、新規ユーザーがサインアップ後にホストされた UI のユーザー確認ページにアクセス
すると、次のイベントをログに記録します。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": 
    { 
        "accountId": "123456789012" 
    }, 
    "eventTime": "2022-05-05T23:22:06Z", 
    "eventSource": "cognito-idp.amazonaws.com", 
    "eventName": "Confirm_GET", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.1", 
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7)...", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "additionalEventData": 
    { 
        "responseParameters": 
        { 
            "status": 200 
        }, 
        "requestParameters": 
        { 
            "response_type": 
            [ 
                "code" 
            ], 
            "redirect_uri": 
            [ 
                "https://www.amazon.com" 
            ], 
            "client_id": 
            [ 
                "1example23456789" 
            ] 
        }, 
        "userPoolDomain": "mydomain.us-west-2.amazoncognito.com", 
        "userPoolId": "us-west-2_aaaaaaaaa" 
    }, 
    "requestID": "58a5b170-3127-45bb-88cc-3e652d779e0b", 
    "eventID": "7f87291a-6d50-409a-822f-e3a5ec7e60da", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsServiceEvent", 
    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "123456789012", 
    "serviceEventDetails": 
    { 
        "serviceAccountId": "111122223333" 
    }, 
    "eventCategory": "Management"
}

Amazon Cognito は、ホストされた UI のユーザー確認ページで、Amazon Cognito が送信したコードを E 
メールメッセージでユーザーが入力したときに、次のイベントをログに記録します。

546



Amazon Cognito デベロッパーガイド
AWS CloudTrail を使用した Amazon 

Cognito API コールのロギング

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": 
    { 
        "accountId": "123456789012" 
    }, 
    "eventTime": "2022-05-05T23:23:32Z", 
    "eventSource": "cognito-idp.amazonaws.com", 
    "eventName": "Confirm_POST", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.1", 
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7)...", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "additionalEventData": 
    { 
        "responseParameters": 
        { 
            "status": 302 
        }, 
        "requestParameters": 
        { 
            "confirm": 
            [ 
                "" 
            ], 
            "deliveryMedium": 
            [ 
                "EMAIL" 
            ], 
            "sub": 
            [ 
                "704b1e47-34fe-40e9-8c41-504997494531" 
            ], 
            "code": 
            [ 
                "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS" 
            ], 
            "destination": 
            [ 
                "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS" 
            ], 
            "response_type": 
            [ 
                "code" 
            ], 
            "_csrf": 
            [ 
                "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS" 
            ], 
            "cognitoAsfData": 
            [ 
                "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS" 
            ], 
            "redirect_uri": 
            [ 
                "https://www.amazon.com" 
            ], 
            "client_id": 
            [ 
                "1example23456789" 
            ], 
            "username": 
            [ 
                "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS" 

547



Amazon Cognito デベロッパーガイド
AWS CloudTrail を使用した Amazon 

Cognito API コールのロギング

            ] 
        }, 
        "userPoolDomain": "mydomain.us-west-2.amazoncognito.com", 
        "userPoolId": "us-west-2_aaaaaaaaa" 
    }, 
    "requestID": "9764300a-ed35-4f87-8a0f-b18b3fe2b11e", 
    "eventID": "e24ac6e5-2f70-4c6e-ad4e-2f08a547bb36", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsServiceEvent", 
    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "123456789012", 
    "serviceEventDetails": 
    { 
        "serviceAccountId": "111122223333" 
    }, 
    "eventCategory": "Management"
}

SAML リクエストの CloudTrail イベントの例

Amazon Cognito は、SAML IdP で認証されたユーザーが SAML アサーションを /saml2/idpresponse
エンドポイントに送信すると、次のイベントをログに記録します。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": 
    { 
        "accountId": "123456789012" 
    }, 
    "eventTime": "2022-05-06T00:50:57Z", 
    "eventSource": "cognito-idp.amazonaws.com", 
    "eventName": "SAML2Response_POST", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.1", 
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7)...", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "additionalEventData": 
    { 
        "responseParameters": 
        { 
            "status": 302 
        }, 
        "requestParameters": 
        { 
            "RelayState": 
            [ 
                "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS" 
            ], 
            "SAMLResponse": 
            [ 
                "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS" 
            ] 
        }, 
        "userPoolDomain": "mydomain.us-west-2.amazoncognito.com", 
        "userPoolId": "us-west-2_aaaaaaaaa" 
    }, 
    "requestID": "4f6f15d1-c370-4a57-87f0-aac4817803f7", 
    "eventID": "9824b50f-d9d1-4fb8-a2c1-6aa78ca5902a", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsServiceEvent", 
    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "625647942648", 
    "serviceEventDetails": 
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    { 
        "serviceAccountId": "111122223333" 
    }, 
    "eventCategory": "Management"
}

トークンエンドポイントへのリクエストの CloudTrail イベントの例

次の例は、トークンエンドポイント (p. 587) へのリクエストからのイベントの例です。

Amazon Cognito は、認証して認証コードを受け取ったユーザーがコードを /oauth2/token エンドポイ
ントに送信すると、以下のイベントを記録します。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": 
    { 
        "accountId": "123456789012" 
    }, 
    "eventTime": "2022-05-12T22:12:30Z", 
    "eventSource": "cognito-idp.amazonaws.com", 
    "eventName": "Token_POST", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.1", 
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7)...", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "additionalEventData": 
    { 
        "responseParameters": 
        { 
            "status": 200 
        }, 
        "requestParameters": 
        { 
            "code": 
            [ 
                "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS" 
            ], 
            "grant_type": 
            [ 
                "authorization_code" 
            ], 
            "redirect_uri": 
            [ 
                "https://www.amazon.com" 
            ], 
            "client_id": 
            [ 
                "1example23456789" 
            ] 
        }, 
        "userPoolDomain": "mydomain.us-west-2.amazoncognito.com", 
        "userPoolId": "us-west-2_aaaaaaaaa" 
    }, 
    "requestID": "f257f752-cc14-4c52-ad5b-152a46915238", 
    "eventID": "0bd1586d-cd3e-4d7a-abaf-fd8bfc3912fd", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsServiceEvent", 
    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "123456789012", 
    "serviceEventDetails": 
    { 
        "serviceAccountId": "111122223333" 
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    }, 
    "eventCategory": "Management"
}

バックエンドシステムが /oauth2/token エンドポイントにアクセストークンの client_credentials
リクエストを送信すると、Amazon Cognito は次のイベントをログに記録します。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": 
    { 
        "accountId": "123456789012" 
    }, 
    "eventTime": "2022-05-12T21:07:05Z", 
    "eventSource": "cognito-idp.amazonaws.com", 
    "eventName": "Token_POST", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.1", 
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7)...", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "additionalEventData": 
    { 
        "responseParameters": 
        { 
            "status": 200 
        }, 
        "requestParameters": 
        { 
            "grant_type": 
            [ 
                "client_credentials" 
            ], 
            "client_id": 
            [ 
                "1example23456789" 
            ] 
        }, 
        "userPoolDomain": "mydomain.us-west-2.amazoncognito.com", 
        "userPoolId": "us-west-2_aaaaaaaaa" 
    }, 
    "requestID": "4f871256-6825-488a-871b-c2d9f55caff2", 
    "eventID": "473e5cbc-a5b3-4578-9ad6-3dfdcb8a6d34", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsServiceEvent", 
    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "123456789012", 
    "serviceEventDetails": 
    { 
        "serviceAccountId": "111122223333" 
    }, 
    "eventCategory": "Management"
}

Amazon Cognito は、アプリが更新トークンを新しい ID に交換し、/oauth2/token エンドポイントと
トークンにアクセスすると、次のイベントをログに記録します。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": 
    { 
        "accountId": "123456789012" 
    }, 
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    "eventTime": "2022-05-12T22:16:40Z", 
    "eventSource": "cognito-idp.amazonaws.com", 
    "eventName": "Token_POST", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.1", 
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7)...", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "additionalEventData": 
    { 
        "responseParameters": 
        { 
            "status": 200 
        }, 
        "requestParameters": 
        { 
            "refresh_token": 
            [ 
                "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS" 
            ], 
            "grant_type": 
            [ 
                "refresh_token" 
            ], 
            "client_id": 
            [ 
                "1example23456789" 
            ] 
        }, 
        "userPoolDomain": "mydomain.us-west-2.amazoncognito.com", 
        "userPoolId": "us-west-2_aaaaaaaaa" 
    }, 
    "requestID": "2829f0c6-a3a9-4584-b046-11756dfe8a81", 
    "eventID": "12bd3464-59c7-44fa-b8ff-67e1cf092018", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsServiceEvent", 
    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "123456789012", 
    "serviceEventDetails": 
    { 
        "serviceAccountId": "111122223333" 
    }, 
    "eventCategory": "Management"
}

CreateIdentityPool の CloudTrail イベントの例

次の例は、CreateIdentityPool アクションに対するリクエストのログエントリを示しています。リク
エストは Alice という IAM ユーザーによって行われました。

{ 
    "eventVersion": "1.03", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "PRINCIPAL_ID", 
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice", 
        "accountId": "123456789012", 
        "accessKeyId": "['EXAMPLE_KEY_ID']", 
        "userName": "Alice" 
    }, 
    "eventTime": "2016-01-07T02:04:30Z", 
    "eventSource": "cognito-identity.amazonaws.com", 
    "eventName": "CreateIdentityPool", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
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    "sourceIPAddress": "127.0.0.1", 
    "userAgent": "USER_AGENT", 
    "requestParameters": { 
        "identityPoolName": "TestPool", 
        "allowUnauthenticatedIdentities": true, 
        "supportedLoginProviders": { 
            "graph.facebook.com": "000000000000000" 
        } 
    }, 
    "responseElements": { 
        "identityPoolName": "TestPool", 
        "identityPoolId": "us-east-1:1cf667a2-49a6-454b-9e45-23199EXAMPLE", 
        "allowUnauthenticatedIdentities": true, 
        "supportedLoginProviders": { 
            "graph.facebook.com": "000000000000000" 
        } 
    }, 
    "requestID": "15cc73a1-0780-460c-91e8-e12ef034e116", 
    "eventID": "f1d47f93-c708-495b-bff1-cb935a6064b2", 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "123456789012"
}

GetCredentialsForIdentity の CloudTrail イベントの例

次の例は、GetCredentialsForIdentity アクションに対するリクエストのログエントリを示していま
す。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "Unknown" 
    }, 
    "eventTime": "2023-01-19T16:55:08Z", 
    "eventSource": "cognito-identity.amazonaws.com", 
    "eventName": "GetCredentialsForIdentity", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.4", 
    "userAgent": "aws-cli/2.7.25 Python/3.9.11 Darwin/21.6.0 exe/x86_64 prompt/off command/
cognito-identity.get-credentials-for-identity", 
    "requestParameters": { 
        "logins": { 
            "cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com/us-east-1_aaaaaaaaa": 
 "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS" 
        }, 
        "identityId": "us-east-1:1cf667a2-49a6-454b-9e45-23199EXAMPLE" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "credentials": { 
            "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
            "sessionToken": "aAaAaAaAaAaAab1111111111EXAMPLE", 
            "expiration": "Jan 19, 2023 5:55:08 PM" 
        }, 
        "identityId": "us-east-1:1cf667a2-49a6-454b-9e45-23199EXAMPLE" 
    }, 
    "requestID": "659dfc23-7c4e-4e7c-858a-1abce884d645", 
    "eventID": "6ad1c766-5a41-4b28-b5ca-e223ccb00f0d", 
    "readOnly": false, 
    "resources": [{ 
        "accountId": "111122223333", 
        "type": "AWS::Cognito::IdentityPool", 
        "ARN": "arn:aws:cognito-identity:us-east-1:111122223333:identitypool/us-
east-1:2dg778b3-50b7-565c-0f56-34200EXAMPLE" 
    }], 
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    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": false, 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "eventCategory": "Data"
}

GetId の CloudTrail イベントの例
次の例は、GetId アクションに対するリクエストのログエントリを示しています。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "Unknown" 
    }, 
    "eventTime": "2023-01-19T16:55:05Z", 
    "eventSource": "cognito-identity.amazonaws.com", 
    "eventName": "GetId", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.4", 
    "userAgent": "aws-cli/2.7.25 Python/3.9.11 Darwin/21.6.0 exe/x86_64 prompt/off command/
cognito-identity.get-id", 
    "requestParameters": { 
        "identityPoolId": "us-east-1:2dg778b3-50b7-565c-0f56-34200EXAMPLE", 
        "logins": { 
            "cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com/us-east-1_aaaaaaaaa": 
 "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS" 
        } 
    }, 
    "responseElements": { 
        "identityId": "us-east-1:1cf667a2-49a6-454b-9e45-23199EXAMPLE" 
    }, 
    "requestID": "dc28def9-07c8-460a-a8f3-3816229e6664", 
    "eventID": "c5c459d9-40ec-41fd-8f6b-57865d5a9975", 
    "readOnly": false, 
    "resources": [{ 
        "accountId": "111122223333", 
        "type": "AWS::Cognito::IdentityPool", 
        "ARN": "arn:aws:cognito-identity:us-east-1:111122223333:identitypool/us-
east-1:2dg778b3-50b7-565c-0f56-34200EXAMPLE" 
    }], 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": false, 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "eventCategory": "Data"
}

GetOpenIdToken の CloudTrail イベントの例
次の例は、GetOpenIdToken アクションに対するリクエストのログエントリを示しています。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "Unknown" 
    }, 
    "eventTime": "2023-01-19T16:55:08Z", 
    "eventSource": "cognito-identity.amazonaws.com", 
    "eventName": "GetOpenIdToken", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.4", 
    "userAgent": "aws-cli/2.7.25 Python/3.9.11 Darwin/21.6.0 exe/x86_64 prompt/off command/
cognito-identity.get-open-id-token", 
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    "requestParameters": { 
        "identityId": "us-east-1:1cf667a2-49a6-454b-9e45-23199EXAMPLE", 
        "logins": { 
            "cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com/us-east-1_aaaaaaaaa": 
 "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS" 
        } 
    }, 
    "responseElements": { 
        "identityId": "us-east-1:1cf667a2-49a6-454b-9e45-23199EXAMPLE" 
    }, 
    "requestID": "a506ba18-10d7-4fdb-9548-a8187b2e38bb", 
    "eventID": "19ffc1a6-6ed8-4580-a4e1-3062c5ce6457", 
    "readOnly": false, 
    "resources": [{ 
        "accountId": "111122223333", 
        "type": "AWS::Cognito::IdentityPool", 
        "ARN": "arn:aws:cognito-identity:us-east-1:111122223333:identitypool/us-
east-1:2dg778b3-50b7-565c-0f56-34200EXAMPLE" 
    }], 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": false, 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "eventCategory": "Data"
}

GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity の CloudTrail イベントの例

次の例は、GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity アクションに対するリクエストのログエントリ
を示しています。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AROA1EXAMPLE:johns-AssumedRoleSession", 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/johns-AssumedRoleSession", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AROA1EXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin", 
                "accountId": "111122223333", 
                "userName": "Admin" 
            }, 
            "attributes": { 
                "creationDate": "2023-01-19T16:53:14Z", 
                "mfaAuthenticated": "false" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2023-01-19T16:55:08Z", 
    "eventSource": "cognito-identity.amazonaws.com", 
    "eventName": "GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "27.0.3.154", 
    "userAgent": "aws-cli/2.7.25 Python/3.9.11 Darwin/21.6.0 exe/x86_64 prompt/off command/
cognito-identity.get-open-id-token-for-developer-identity", 
    "requestParameters": { 
        "tokenDuration": 900, 
        "identityPoolId": "us-east-1:2dg778b3-50b7-565c-0f56-34200EXAMPLE", 
        "logins": { 
            "JohnsDeveloperProvider": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS" 
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        } 
    }, 
    "responseElements": { 
        "identityId": "us-east-1:1cf667a2-49a6-454b-9e45-23199EXAMPLE" 
    }, 
    "requestID": "b807df87-57e7-4dd6-b90c-b06f46a61c21", 
    "eventID": "f26fed91-3340-4d70-91ae-cdf555547b76", 
    "readOnly": false, 
    "resources": [{ 
        "accountId": "111122223333", 
        "type": "AWS::Cognito::IdentityPool", 
        "ARN": "arn:aws:cognito-identity:us-east-1:111122223333:identitypool/us-
east-1:2dg778b3-50b7-565c-0f56-34200EXAMPLE" 
    }], 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": false, 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "eventCategory": "Data"
}

UnlinkIdentity の CloudTrail イベントの例

次の例は、UnlinkIdentity アクションに対するリクエストのログエントリを示しています。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "Unknown" 
    }, 
    "eventTime": "2023-01-19T16:55:08Z", 
    "eventSource": "cognito-identity.amazonaws.com", 
    "eventName": "UnlinkIdentity", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.4", 
    "userAgent": "aws-cli/2.7.25 Python/3.9.11 Darwin/21.6.0 exe/x86_64 prompt/off command/
cognito-identity.unlink-identity", 
    "requestParameters": { 
        "logins": { 
            "cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com/us-east-1_aaaaaaaaa": 
 "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS" 
        }, 
        "identityId": "us-east-1:1cf667a2-49a6-454b-9e45-23199EXAMPLE", 
        "loginsToRemove": ["cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com/us-east-1_aaaaaaaaa"] 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "99c2c8e2-9c29-416f-bb17-b650a5cbada9", 
    "eventID": "d8e26126-202a-43c2-b458-3f225efaedc7", 
    "readOnly": false, 
    "resources": [{ 
        "accountId": "111122223333", 
        "type": "AWS::Cognito::IdentityPool", 
        "ARN": "arn:aws:cognito-identity:us-east-1:111122223333:identitypool/us-
east-1:2dg778b3-50b7-565c-0f56-34200EXAMPLE" 
    }], 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": false, 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "eventCategory": "Data"
}

555



Amazon Cognito デベロッパーガイド
AWS CloudTrail を使用した Amazon 

Cognito API コールのロギング

Amazon CloudWatch Logs Insights を使用した Amazon Cognito 
CloudTrail イベントの分析
Amazon CloudWatch Logs Insights は、Amazon Cognito CloudTrail イベントをインタラクティブに検
索し、分析することを可能にします。イベントを CloudWatch Logs に送信するように証跡を設定する
と、CloudTrail は証跡設定に一致するイベントのみを送信します。

Amazon Cognito CloudTrail イベントをクエリする、または調査するには、AWS リソースで実行された管
理操作を監視できるように、CloudTrail コンソールの追跡設定で [Management events] (管理イベント) オ
プションが選択されていることを確認してください。アカウント内でのエラー、異常なアクティビティ、
または異常なユーザー動作を特定したい場合は、オプションで追跡設定の [Insights events] (インサイトイ
ベント) オプションを選択することができます。

サンプル Amazon Cognito クエリ

Amazon CloudWatch コンソールでは、以下のクエリを使用できます。

一般的なクエリ

最近追加された 25 件のログイベントを検索します。

fields @timestamp, @message | sort @timestamp desc | limit 25
| filter eventSource = "cognito-idp.amazonaws.com"

例外を含む、最近追加された 25 件のログイベントのリストを取得します。

fields @timestamp, @message | sort @timestamp desc | limit 25
| filter eventSource = "cognito-idp.amazonaws.com" and @message like /Exception/

例外とエラーのクエリ

Amazon Cognito ユーザープール sub と共に、最近追加されたエラーコード NotAuthorizedException
を伴う 25 件のログイベントを検索します。

fields @timestamp, additionalEventData.sub as user | sort @timestamp desc | limit 25
| filter eventSource = "cognito-idp.amazonaws.com" and errorCode= "NotAuthorizedException"

eventName と対応する sourceIPAddress を持つレコードの数を検索します。

filter eventSource = "cognito-idp.amazonaws.com"
| stats count(*) by sourceIPAddress, eventName

NotAuthorizedException エラーをトリガーした上位 25 の IP アドレスを検索します。

filter eventSource = "cognito-idp.amazonaws.com" and errorCode= "NotAuthorizedException"
| stats count(*) as count by sourceIPAddress, eventName
| sort count desc | limit 25

ForgotPassword API を呼び出した上位 25 の IP アドレスを検索します。

filter eventSource = "cognito-idp.amazonaws.com" and eventName = 'ForgotPassword'
| stats count(*) as count by sourceIPAddress
| sort count desc | limit 25
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Amazon Cognito のコンプライアンス検証
サードパーティー監査人は、複数の AWS コンプライアンスプログラムの一環として Amazon Cognito の
セキュリティとコンプライアンスを評価します。このプログラムには、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA 
などがあります。

特定のコンプライアンスプログラムの対象となる AWS サービスのリストについては、「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。一般的な情報については、
「AWS コンプライアンスプログラム」を参照してください。

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact でレポートをダウンロードする」を参照してください。

Amazon Cognito の使用時におけるユーザーのコンプライアンス責任は、データの機密性、会社のコンプ
ライアンス目的、および適用される法律と規制に応じて異なります。AWS は、コンプライアンスに役立つ
以下のリソースを提供しています。

• 「セキュリティ & コンプライアンス クイックリファレンスガイド」– これらのデプロイガイドには、
アーキテクチャ上の考慮事項の説明と、AWS でセキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベース
ライン環境をデプロイするためのステップが記載されています。

• 「Architecting for HIPAA security and compliance」ホワイトペーパー - このホワイトペーパーは、企業
が AWS を使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法について説明します。

• AWS コンプライアンスのリソース – このワークブックおよびガイドのコレクションに、お客様の業界と
拠点に当てはまるものがあるかもしれません。

• 「AWS Config デベロッパーガイド」の「ルールでのリソースの評価」 – AWS Config は、リソース設定
が、社内のプラクティス、業界のガイドラインそして規制にどの程度適合しているのかを評価します。

• AWS Security Hub– AWS のこのサービスは、AWS 内でのユーザーのセキュリティ状態に関する包括的
な見解を提供し、業界のセキュリティ標準、およびベストプラクティスに対するコンプライアンスを確
認するために役立ちます。

Amazon Cognito の耐障害性
AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心として構
築されます。リージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワークで接
続されている複数の物理的に独立および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。

トピック
• リージョンデータに関する考慮事項 (p. 557)

リージョンデータに関する考慮事項
Amazon Cognito ユーザープールはそれぞれ 1 つの AWS リージョン内に作成され、そのリージョン以外に
はユーザープロファイルデータを保存しません。ユーザープールは、オプション機能の設定方法に応じて
ユーザーデータを別の AWS リージョンに送信できます。

• デフォルトのno-reply@verificationemail.com E メールアドレス設定は Amazon Cognito ユー
ザープールでの E メールアドレスのルーティング検証に使用されます。E メールは関連付けられている
ユーザープールと同じリージョン経由でルーティングされます。

557

http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/
http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/
http://aws.amazon.com/compliance/programs/
https://docs.aws.amazon.com/artifact/latest/ug/downloading-documents.html
http://aws.amazon.com/quickstart/?awsf.quickstart-homepage-filter=categories%23security-identity-compliance
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_HIPAA_Compliance_Whitepaper.pdf
http://aws.amazon.com/compliance/resources/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/what-is-securityhub.html
http://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/
http://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/


Amazon Cognito デベロッパーガイド
インフラストラクチャセキュリティ

• Amazon Cognito ユーザープールでの Amazon Simple Email Service (Amazon SES) の設定に異なる E 
メールアドレスが使用される場合、その E メールアドレスは、Amazon SES の E メールアドレスに関
連付けられた AWS リージョン経由でルーティングされます。

• Amazon Cognito ユーザープールからの SMS メッセージは、「E メールまたは電話による検証の設定」
で特に指定されていない限り、同じリージョンの Amazon SNS 経由で送信されます。

• Amazon Cognito ユーザープールで Amazon Pinpoint 分析が使用される場合、イベントデータは米国東
部 (バージニア北部) リージョンにルーティングされます。

Note

Amazon Pinpoint は、北米、ヨーロッパ、アジア、およびオセアニアにある複数の AWS リー
ジョンで利用できます。Amazon Pinpoint リージョンには、Amazon Pinpoint API が含まれて
います。Amazon Pinpoint リージョンが Amazon Cognito でサポートされている場合、Amazon 
Cognito は同じ Amazon Pinpoint リージョン内の Amazon Pinpoint プロジェクトにイベントを送
信します。リージョンが Amazon Pinpoint でサポートされていない場合、Amazon Cognito は us-
east-1 でのイベントの送信のみをサポートします。Amazon Pinpoint の詳細なリージョン情報に
ついては、「Amazon Pinpoint エンドポイントとクォータ」および「Amazon Cognito ユーザー
プールを使用して Amazon Pinpoint 分析を使用する」を参照してください。

Amazon Cognito 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 Amazon Cognito は、Amazon Web Services: セキュリティプロセスの概要ホワ
イトペーパーで説明されている AWS グローバルネットワークセキュリティ手順で保護されています。

ネットワーク経由で Amazon Cognito にアクセスするには、AWS がパブリッシュした API コールを
使用します。クライアントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があ
ります。TLS 1.2 以降が推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve 
Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクラ
イアントでサポートされている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどの
システムでサポートされています。

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、
一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。

Amazon Cognito ユーザープールの設定と脆弱性分
析

AWS は、ゲストオペレーティングシステム (OS) やデータベースへのパッチ適用、ファイアウォール設
定、災害対策などの基本的なセキュリティタスクを処理します。これらの手順は適切な第三者によって確
認され、証明されています。詳細については、以下のリソース を参照してください。

• Amazon Cognito のコンプライアンス検証 (p. 557)
• 責任共有モデル

Amazon Cognito 向けの AWS 管理ポリシー
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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対象範囲に含めており、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および更新します。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 は、複数のサービスにまたがるジョブ機能の特徴に対する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。サービスが新しい機能を起動する場合、AWS は、新たな
オペレーションとリソース用に、読み取り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「AWSジョブ関数のマネージドポリシー」を参照してください。

IAM コンソールからは、Amazon Cognito への許可を付与するために使用できる多数のポリシーを利用で
きます。

• AmazonCognitoPowerUser – ID プールとユーザープールのあらゆる側面へのアクセスと管理のための
許可。このポリシーの許可を確認するには、「AmazonCognitoPowerUser」を参照してください。

• AmazonCognitoReadOnly - ID プールとユーザープールへの読み取り専用アクセスのための許可。こ
のポリシーの許可を確認するには、「AmazonCognitoReadOnly」を参照してください。

• AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities – 認証システムが 
Amazon Cognito と統合するのための許可。このポリシーの許可を確認するには、
「AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities」を参照してください。

これらのポリシーは Amazon Cognito チームによって維持されるため、新しい API が追加されても、ユー
ザーは引き続き同じアクセスレベルを維持することができます。

Note

新しい ID プールの作成では、IAM ロールも作成する必要があるため、新しい ID プールを作成で
きるようにするユーザーには、管理者ポリシーも適用されている必要があります。

Amazon Cognito の AWS マネージドポリシーに対す
る更新

Cognito の AWS マネージドポリシーに対する更新について、Cognito がこれらの変更の追跡を開始してか
らの詳細を確認します。このページへの変更に関する自動アラートについては、Amazon Cognito の「ド
キュメント履歴」ページで RSS フィードにサブスクライブしてください。
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変更 説明 日付

AmazonCognitoPowerUser と
AmazonCognitoReadOnly — 
既存のポリシーに対する更新

Amazon Cognito ユーザープール
への AWS WAF ウェブ ACL の関
連付けをパワーユーザーが表示
および管理できるようにするた
めの新しいアクセス許可を追加
しました。

Amazon Cognito ユーザープール
への AWS WAF ウェブ ACL の関
連付けを読み取り専用ユーザー
が表示できるようにするための
新しいアクセス許可を追加しま
した。

2022 年 7 月 19 日

AmazonCognitoPowerUser – 
既存ポリシーへの更新。

Amazon Cognito による 
Amazon Simple Email Service
PutIdentityPolicy および
ListConfigurationSets のオ
ペレーションの呼び出しを可能
にする新しい許可が追加されま
した。

この変更により、Amazon 
Cognito ユーザープールは、 
Amazon SES 送信認可ポリシー
を更新し、ユーザープールの E 
メール送信設定で Amazon SES 
の設定を適用できるようになり
ます。

2021 年 11 月 17 日

AmazonCognitoPowerUser – 
既存ポリシーへの更新。

Amazon Cognito による Amazon 
Simple Notification Service の
GetSMSSandboxAccountStatus
オペレーションの呼び出しを可
能にする新しい許可が追加され
ました。

この変更により、Amazon 
Cognito ユーザープールは、ユー
ザープールを通じてすべてのエ
ンドユーザーにメッセージを送
信するために、Amazon Simple 
Notification Service のサンドボッ
クスから乗り換える必要がある
かどうかを判断できるようにな
ります。

2021 年 6 月 1 日

Amazon Cognito が変更の追跡を
開始

Amazon Cognito で AWS マネー
ジドポリシーの変更の追跡を開
始しました。

2021 年 3 月 1 日
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Amazon Cognito リソースのタグ付け
タグは、ユーザーまたはAWSがAWSリソースに割り当てるメタデータラベルです。各タグは、キーと値か
ら構成されます。ユーザーが割り当てるタグでは、ユーザーがキーと値を定義します。たとえば、1 つの
リソースのキーを stage と定義し、値を test と定義します。

タグは、以下のことに役立ちます。

• AWS リソースを識別および整理します。多くの AWS のサービスではタグ付けがサポートされるため、
さまざまなサービスからリソースに同じタグを割り当てることができます。タグは、どのリソースが関
連しているかを示すのに役立ちます。例えば、Amazon DynamoDB テーブルに割り当てるタグと同じも
のを Amazon Cognito ユーザープールに割り当てることができます。

• AWS のコストを追跡します。これらのタグは、AWS Billing and Cost Management ダッシュボードで有
効にできます。AWS では、コスト配分タグを使用してコストを分類し、毎月のコスト配分レポートを提
供します。詳細については、AWS Billing ユーザーガイドの「コスト配分タグの使用」を参照してくださ
い。

• リソースに割り当てられたタグに基づいて、リソースへのアクセスをコントロールします。AWS 
Identity and Access Management (IAM) ポリシーの条件でキーと値を指定することによってアクセスを
コントロールできます。例えば、ユーザープールの更新をユーザーに許可しても、そのユーザープール
に owner タグと、そのユーザーの名前の値がある場合のみに限定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「タグを使用したアクセス制御」を参照してください。

AWS Command Line Interface または Amazon Cognito API を使用して、ユーザーと ID プールの両方のタ
グの追加、編集、または削除を行うことができます。Amazon Cognito コンソールを使用して、ユーザー
プールのタグを管理することもできます。

タグの使用方法のヒントについては、AWS の回答ブログのAWS タグ付け戦略記事を参照してください。

以下のセクションでは、Amazon Cognito のタグに関する詳細が説明されています。

Amazon Cognito でサポートされるリソース
Amazon Cognito の以下のリソースがタグ付けをサポートしています。

• ユーザープール
• ID プール

タグの制限
Amazon Cognito リソースのタグには、以下の制限が適用されます。

• リソースに割り当てることができるタグの最大数: 50
• キーの最大長 – 128 文字 (Unicode)
• 値の最大長 – 256 文字 (Unicode)
• キーと値の有効な文字 – a～z、A～Z、0～9、スペース、および特殊文字 (_ . : / = + - @)
• キーと値は大文字と小文字が区別されます
• aws: をキーのプレフィックスとして使用しないでください。AWS 用に予約済みです。
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Amazon Cognito コンソールを使用したタグの管理
Amazon Cognito コンソールを使用して、ユーザープールに割り当てられたタグを管理することができま
す。

ユーザープールにタグを追加するには

1. [Amazon Cognito console] (Amazon Connect コンソール) に移動します。プロンプトが表示された
ら、AWS 認証情報を入力します。

2. [User Pools] (ユーザープール) を選択します。
3. リストから既存のユーザープールを選択するか、ユーザープールを作成します。
4. [User pool properties] (ユーザープールのプロパティ) タブを選択し、Tags (タグ) を探します。
5. [Add tags] (タグを追加する) を選択し、最初のタグを追加します。以前このユーザープールにタグを

割り当てたことがある場合は、[Manage tags] (タグの管理) を選び、[Add another] (別のタグを追加) 
を選択します。

6. [Tag Key] (タグキー) と [Tag Value]] (タグ値) に値を入力します。
7. 追加するタグごとに、[Add another tag] (別のタグを追加) を選択します。
8. タグの追加を完了したら、[Save changes] (変更の保存) を選択します。

[Manage tags] (タグの管理) ページで、既存のタグのキーと値を編集することもできます。タグを削除する
には、[Remove] (削除) を選択します。

AWS CLI の例
AWS CLI は、Amazon Cognito ユーザープールと ID プールに割り当てるタグの管理に役立つコマンドを提
供します。

タグの割り当て
次のコマンドを使用して、既存のユーザープールと ID プールにタグを割り当てます。

Example tag-resource ユーザープール向けのコマンド

コマンドの cognito-idp セット内の tag-resource 使用して、ユーザープールにタグを割り当てま
す。

$ aws cognito-idp tag-resource \
> --resource-arn user-pool-arn \
> --tags Stage=Test

このコマンドには次のパラメータが含まれます。

• resource-arn – タグを割り当てるユーザープールの Amazon リソースネーム (ARN)。ARN を調べ
るには、Amazon Cognito コンソールでユーザープールを選択し、[General settings] (一般設定) タブの
[Pool ARN] (プール ARN) 値を表示します。

• tags — 形式key=valueのタグのキーバリューペアです。

一度に複数のタグを割り当てるには、カンマ区切りリストで指定します。

$ aws cognito-idp tag-resource \
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> --resource-arn user-pool-arn \
> --tags Stage=Test,CostCenter=80432,Owner=SysEng

Example tag-resource ID プール向けのコマンド

コマンドの cognito-identity セット内の tag-resource 使用して、ID プールにタグを割り当てま
す。

$ aws cognito-identity tag-resource \
> --resource-arn identity-pool-arn \
> --tags Stage=Test

このコマンドには次のパラメータが含まれます。

• resource-arn – タグを割り当てる ID プールの Amazon リソースネーム (ARN)。ARN を調べるに
は、Amazon Cognito コンソールで ID プールを選択し、[Edit identity pool] (ID プールの編集) をクリック
します。その後、[Identity pool ID] (ID プールの ID) で [Show ARN] (ARN の表示) をクリックします。

• tags — 形式key=valueのタグのキーバリューペアです。

一度に複数のタグを割り当てるには、カンマ区切りリストで指定します。

$ aws cognito-identity tag-resource \
> --resource-arn identity-pool-arn \
> --tags Stage=Test,CostCenter=80432,Owner=SysEng

タグの表示
次のコマンドを使用して、ユーザープールと ID プールに割り当てたタグを表示します。

Example list-tags-for-resource ユーザープール向けのコマンド

コマンドの cognito-idp セット内の list-tags-for-resource 使用して、ユーザープールにタグを
割り当てます。

$ aws cognito-idp list-tags-for-resource --resource-arn user-pool-arn

Example list-tags-for-resource ID プール向けのコマンド

コマンドの cognito-identity セット内の list-tags-for-resource 使用して、ID プールにタグを
割り当てます。

$ aws cognito-identity list-tags-for-resource --resource-arn identity-pool-arn

タグの削除
以下のコマンドを使用して、ユーザープールと ID プールからタグを削除します。

Example untag-resource ユーザープール向けのコマンド

コマンドの cognito-idp セット内の untag-resource 使用して、ユーザープールにタグを割り当てま
す。

$ aws cognito-idp untag-resource \
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> --resource-arn user-pool-arn \
> --tag-keys Stage CostCenter Owner

--tag-keysパラメータには、1 つ以上のタグキーを指定します。タグ値は含みません。キーをスペース
で区切ります。

Example untag-resource ID プール向けのコマンド

コマンドの cognito-identity セット内の untag-resource 使用して、ID プールにタグを割り当てま
す。

$ aws cognito-identity untag-resource \
> --resource-arn identity-pool-arn \
> --tag-keys Stage CostCenter Owner

--tag-keysパラメータには、1 つ以上のタグキーを指定します。タグ値は含みません。

Important

ユーザーまたは ID プールの削除後、削除されたプールに関連するタグは、削除から最大 30 日ま
でコンソールまたは API コールに表示できます。

リソース作成時のタグの適用
次のコマンドを使用して、ユーザープールまたは ID プールを作成するときにタグを割り当てます。

Example create-user-poolコマンドとタグ

create-user-pool コマンドを使用してユーザープールを作成するときは、--user-pool-tags パラ
メータと共にタグを指定できます。

$ aws cognito-idp create-user-pool \
> --pool-name user-pool-name \
> --user-pool-tags Stage=Test,CostCenter=80432,Owner=SysEng

タグのキーバリューペアは、key=value形式が必須です。複数のタグを追加する場合は、カンマで区切り
を付けたリストで指定します。

Example create-identity-pool コマンドとタグ

create-identity-pool コマンドを使用して ID プールを作成するときは、--identity-pool-tags
パラメータと共にタグを指定できます。

$ aws cognito-identity create-identity-pool \
> --identity-pool-name identity-pool-name \
> --allow-unauthenticated-identities \
> --identity-pool-tags Stage=Test,CostCenter=80432,Owner=SysEng

タグのキーバリューペアは、key=value形式が必須です。複数のタグを追加する場合は、カンマで区切り
を付けたリストで指定します。

Amazon Cognito API を使用したタグの管理
以下のアクションを Amazon Cognito API で使用することで、ユーザープールと ID プールのタグを管理で
きます。

564

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/cognito-identity/untag-resource.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/cognito-idp/create-user-pool.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/cognito-identity/create-identity-pool.html


Amazon Cognito デベロッパーガイド
ユーザープールタグの API アクション

ユーザープールタグの API アクション
次の API アクションを使用して、ユーザープールのタグを割り当て、表示、削除します。

• TagResource
• ListTagsForResource
• UntagResource
• CreateUserPool

ID プールタグの API アクション
次の API アクションを使用して、ID プールのタグを割り当て、表示、削除します。

• TagResource
• ListTagsForResource
• UntagResource
• CreateIdentityPool
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Amazon Cognito のクォータ
Amazon Cognito には、アカウントで実行できる操作の最大数のデフォルトクォータ (以前は制限と呼ば
れていました) があります。Amazon Cognito では、Amazon Cognito リソースの最大数と最大サイズの
クォータがあります。

Amazon Cognito の各クォータは、1 つの AWS リージョン、1 つの AWS アカウント での最大リクエ
スト量を表します。例えば、アプリは、米国東部 (バージニア北部) のすべてのユーザープールに対し
て、UserAuthentication オペレーションのデフォルトクォータ (RPS) レートまでの API リクエストを
行うことができます。アジアパシフィック (東京) のアプリは、それぞれのリージョンのすべてのユーザー
プールに対して同じ量のリクエストを生成できます。AWS は、一度に 1 つのリージョンでのみクォータ
引き上げリクエストを許可できます。米国東部 (バージニア北部) でクォータを引き上げても、アジアパシ
フィック (東京) の最大リクエストレートには影響しません。

トピック
• API リクエストレートクォータについて (p. 566)
• API リクエストレートクォータ (p. 567)
• Amazon Cognito ユーザープール API オペレーションカテゴリとリクエストレートクォータ (p. 569)
• Amazon Cognito ID プール (フェデレーティッドアイデンティティ) API オペレーションリクエスト

レートのクォータ (p. 574)
• リソースの番号とサイズのクォータ (p. 575)

API リクエストレートクォータについて
クォータのカテゴリ
Amazon Cognito は API オペレーションの最大リクエストレートを設定します。Amazon Cognito が提供す
る API オペレーションの詳細については、「Amazon Cognito API リファレンス (p. 579)」を参照してく
ださい。ユーザープールの場合、これらのオペレーションは、UserAuthentication や UserCreation
などの一般的なユースケースのカテゴリに分類されます。分類された API オペレーションのリストに
ついては、「Amazon Cognito ユーザープール API オペレーションカテゴリとリクエストレートクォー
タ (p. 569)」を参照してください。Service Quotas コンソールで、ユーザープールのクォータの使用状
況とリクエストの増加をカテゴリ別に追跡できます。

操作のクォータは、カテゴリ内のすべての操作について、1 秒あたりのリクエスト (RPS) の最大数として
定義されます。Amazon Cognito ユーザープールサービスは、各カテゴリのすべての操作にクォータを適
用します。例えば、カテゴリ UserCreation には SignUp、ConfirmSignUp、AdminCreateUser、お
よび AdminConfirmSignUp の 4 つのオペレーションが含まれます。これには合計で 50 RPS のクォータ
が割り当てられています。同時に複数のオペレーションが実行される場合は、オペレーションごとに最大 
50 の RPS を別々に、または合わせて呼び出すことができます。

Note

カテゴリクォータはユーザープールにのみ適用されます。Amazon Cognito は、各 ID プール
クォータを 1 つのオペレーションに適用します。カテゴリごととオペレーションごとのリクエス
トレートクォータの両方で、AWS は、AWS アカウント 内のすべてのユーザープールまたは ID 
プールからのすべてのリクエストの集計を 1 つの AWS リージョン で測定します。
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リクエストレートの特別な取り扱いを使用した 
Amazon Cognito ユーザープール API オペレーション
オペレーションクォータは、カテゴリレベルでのリクエストの合計数で測定され、適用されますが、特別
な取扱いルールが適用される AdminRespondToAuthChallenge および RespondToAuthChallenge オ
ペレーションに対しては例外になります。

UserAuthentication カテゴリに
は、AdminInitiateAuth、InitiateAuth、AdminRespondToAuthChallenge、および
RespondToAuthChallenge の 4 つのオペレーションが含まれます。InitiateAuth および
AdminInitiateAuth オペレーションは、カテゴリクォータごとに測定され、施行されます。マッチング
オペレーション RespondToAuthChallenge および AdminRespondToAuthChallenge は、別のクォー
タの対象であり、UserAuthentication カテゴリの制限の 3 倍です。クォータが拡大されているので、
デベロッパーのアプリケーションで設定される複数の認証チャレンジに対応できます。このクォータは、
ほとんどのユースケースに十分対応できます。認証コールあたり 3 倍のしきい値を超えると、超過レート
が UserAuthentication カテゴリクォータに計上されます。

例えば、UserAuthentication カテゴリのクォータが 80 RPS である場
合、RespondToAuthChallenge または AdminRespondToAuthChallenge を最大 240 RPS (80 RPS 
x 3) を呼び出すことができます。認証コールごとに 4 回のチャレンジがアプリケーションに設定されてお
り、1 秒あたり 70 件のサインインがある場合、RespondToAuthChallenge は合計で 280 RPS (70 x 4) 
になります。これは、クォータを 40 RPS 上回っています。40 RPS が 70 回 の InitiateAuth コールに
追加されたことで、UserAuthentication カテゴリの総使用量 は 110 RPS (40 + 70) になります。この
値は、80 RPS に設定されているカテゴリのクォータを 30 RPS 超過しているため、このアプリケーショ
ンはスロットリングされます。

月次のアクティブユーザー
月間アクティブユーザー数 (MAU) は、Amazon Cognito ユーザープールの請求の計算に使用されるベンチ
マークです。MAU は、ユーザープールがクォータ引き上げの対象であるかどうかを判断するためにも使用
されます。暦月内に、サインアップ、サインイン、トークンの更新、パスワード変更、ユーザーアカウン
ト属性の更新など、ユーザーに関連した ID オペレーションがある場合、そのユーザーは MAU としてカウ
ントされます。Amazon Cognito は、ユーザーまたはその属性を非アクティブ化または削除するアクショ
ンを実行した月に、ユーザーをアクティブとしてカウントします。

API リクエストレートクォータ
クォータ要件を特定する

Important

UserAuthentication、UserCreation、または AccountRecovery のようなカテゴリに対し
て Amazon Cognito クォータを引き上げると他のサービスのクォータを引き上げる必要がある場
合があります。例えば、Amazon Cognito が Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 
または Amazon Simple Email Service (Amazon SES) で送信するメッセージは、これらのサービ
スでリクエストレートのクォータが不十分な場合に失敗することがあります。

クォータ要件を計算するには、特定の期間内にアプリケーションとやり取りするアクティブなユーザーの
数を判断します。例えば、アプリケーションに 8 時間の期間内に平均 100 万人のアクティブユーザーによ
るサインインがあることを想定する場合、1 秒あたり平均 35 人のユーザーを認証できる必要があります。

さらに、平均的なユーザーセッションが 2 時間であると仮定し、トークンが 1 時間後に期限切れになるよ
うに設定している場合、各ユーザーは、セッション中にトークンを 1 回更新する必要があります。この負
荷をサポートするために UserAuthentication カテゴリに必要な平均クォータは 70 RPS になります。
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8 時間の期間内でのユーザーのサインイン頻度の変動を考慮して、ピーク対平均の比を 3:1 と仮定する場
合、望ましい UserAuthentication クォータは 200 RPS にする必要があります。

Note

ユーザーアクションごとに複数のオペレーションを呼び出す場合は、カテゴリレベルで個々のオ
ペレーションのコールレートを合計する必要があります。

クォータを最適化する
ピークコールレートを処理するには、次のいずれかの方法に従います。

バックオフ待機期間後に再試行する

API コールごとにエラーをキャッチし、バックオフ期間後に再試行することができます。バックオフ
アルゴリズムは、ビジネスのニーズと負荷に応じて調整できます。Amazon SDK には、組み込みの再
試行ロジックがあります。詳細については、「AWS での構築ツール」を参照してください。

頻繁に更新される属性に外部データベースを使用する

アプリケーションが、カスタム属性の読み取りと書き込みにユーザープールへの複数のコールを必要
とする場合は、外部ストレージを使用します。優先データベースを使用してカスタム属性を保存す
る、またはキャッシュレイヤーを使用してサインイン時にユーザープロファイルをロードすることが
できます。このプロファイルは、ユーザープールからユーザープロファイルを再ロードしないでも、
必要に応じてキャッシュから参照することができます。

クライアント側で JWT トークンを検証する

アプリケーションは、JWT トークンを信頼する前にそれらを検証する必要があります。トークンの
署名と有効期間は、API コールをユーザープールに送信することなく、クライアント側で検証できま
す。トークンが検証されたら、トークン内のクレームを信頼して、さらに多くの getUser API コール
を実行せずにクレームを使用することができます。詳細については、「JSON Web トークンの検証」
を参照してください。

待合室でウェブアプリケーションへのトラフィックを調整する

試験の受験やライブイベントへの参加など、時間が限られているイベント中に多数のユーザーがサイ
ンインするトラフィックが予想される場合は、セルフスロットリングメカニズムを使用してリクエ
ストトラフィックを最適化できます。例えば、セッションが利用可能になるまでユーザーが待機でき
る待合室を設定して、使用可能な容量がある間にリクエストを処理できます。待合室のリファレンス
アーキテクチャについては、「AWS Virtual Waiting Room」を参照してください。

クォータの使用状況を追跡する
Amazon Cognito では、アカウントレベルでの各 API オペレーションカテゴリの Amazon CloudWatch の
CallCount および ThrottleCount メトリクスが生成されます。お客様が実行するカテゴリ関連のコー
ルの合計数を追跡するには、CallCount を使用できます。カテゴリ関連のスロットルされたコールの合
計数は、ThrottleCount を使用して追跡できます。カテゴリ内のコールの合計数を計上するには、Sum
統計で CallCount および ThrottleCount メトリクスを使用できます。詳細については、「Amazon 
CloudWatch メトリクスを使用する」を参照してください。

サービスクォータをモニタリングする場合、使用率 は使用中のサービスクォータの割合です。例えば、
クォータの値が 200 リソースで 150 リソースが使用中の場合、使用率は 75% です。使用状況 は、サービ
スクォータに対する使用中のリソースまたはオペレーションの数です。

CloudWatch メトリクスを使用した使用状況の追跡

CloudWatch を使用して、Amazon Cognito ユーザープールの使用率メトリクスを追跡し、収集すること
ができます。CloudWatch ダッシュボードには、使用するすべての AWS のサービス に関するメトリク
スが表示されます。CloudWatch を使用すると、メトリクスアラームを作成して通知を受けたり、モニ
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タリングしている特定のリソースを変更したりできます。CloudWatch メトリクスの詳細については、
「CloudWatch と Service Quotas でのクォータと使用状況の追跡 (p. 531)」を参照してください。

Service Quotas メトリクスを使用した使用率の追跡

Amazon Cognito ユーザープールは、サービスクォータの使用状況を表示して管理するために使用できる
ブラウザベースのインターフェイスである Service Quotas と統合されています。Service Quotas コンソー
ルでは、特定のクォータの値を調べること、モニタリング情報を表示すること、クォータの引き上げをリ
クエストすること、および CloudWatch アラームをセットアップすることができます。アカウントがアク
ティブ状態になってからしばらくすると、リソース使用率のグラフを表示できます。

Service Quotas コンソールでのクォータの表示に関する詳細については、「Service Quotas の表示」を参
照してください。

クォータ引き上げのリクエスト
Amazon Cognito には、アカウントで実行できるユーザープール操作の最大数のクォータがありま
す。Amazon Cognito では、調整可能な API リクエストレートクォータの引き上げをリクエストでき
ます。クォータの引き上げをリクエストするには、Service Quotas コンソール、Service limit increase 
フォーム、RequestServiceQuotaIncrease API、または ListAWSDefaultServiceQuotas API を
使用できます。

• Service Quotas コンソールを使用してクォータの引き上げをリクエストするには、Service Quotas ユー
ザーガイドの「Requesting a API quota increase」を参照してください。

• Service Quotas でクォータが利用できない場合は、Service limit increase フォームを使用してくださ
い。

Important

クォータは、調整可能なもののみを引き上げることができます。クォータの引き上げリクエスト
は、現在の使用率、現状または予想される MAU、および最適化のベストプラクティスの実装状況
に基づいて評価されます。クォータの引き上げリクエストを提出するときは、現在の使用状況、
予測使用量、最適化方法に関する情報をできる限り多く提供してください。リクエストレートの
クォータを引き上げるには、現在の平均リクエストレートが現在のクォータの最大レートにすで
に近づいている必要があります。調整可能なクォータの詳細については、「Amazon Cognito ユー
ザープール API オペレーションカテゴリとリクエストレートクォータ (p. 569)」を参照してく
ださい。
アプリケーションが 500 万 MAU に増加するシナリオの例を考えてみましょ
う。UserAuthentication カテゴリのオペレーションにおける現在の平均使用率は高く、現在の
クォータである 120 に対して 60%、つまり 72 リクエスト/秒です。最初の 200 万 MAU を上回る 
300 万 MAU に対して 100 万 MAU ごとに 1 秒あたり 40 リクエストの UserAuthentication クォー
タの引き上げをリクエストできます。これにより、上限は 1 秒あたり最大 240 リクエストになり
ます。

Amazon Cognito ユーザープール API オペレーショ
ンカテゴリとリクエストレートクォータ

Amazon Cognito には、認証モデルが異なる API オペレーションのクラスが重複しているため、各オペ
レーションはカテゴリに属します。各カテゴリには、アカウント内の 1 つの AWS リージョン 内のすべて
のユーザープールで、すべてのメンバー API オペレーションに対して独自のプールされたクォータがあり
ます。調整可能なカテゴリのクォータについてのみ、引き上げをリクエストできます。詳細については、
「クォータ引き上げのリクエスト (p. 569)」を参照してください。クォータ調整は、単一リージョンのア
カウント内のユーザープールに適用されます。Amazon Cognito では、一部のカテゴリのオペレーション
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https://docs.aws.amazon.com/servicequotas/latest/userguide/request-quota-increase.html
https://console.aws.amazon.com/support/home#/case/create?issueType=service-limit-increase
https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/user-pools-API-operations.html
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は、ユーザープールごとに 1 秒あたり 1 回から 5 回のリクエスト (RPS) に制限されています。デフォルト
クォータ (RPS) は、アカウント内のすべてのユーザープールに追加で適用されます。

Note

各カテゴリのクォータは、月間アクティブユーザー数 (MAU) で測定されます。MAU が 200 万未
満の AWS アカウント は、デフォルトのクォータ内で動作できます。MAU が 100 万未満の場合
は、クォータの引き上げをリクエストしないでください。

カテゴリオペレーションクォータは、1 つの AWS リージョン 内のユーザープールのすべてのユーザーに
適用されます。Amazon Cognito は、アプリが 1 人のユーザーに対して生成できるリクエストの数にも制
限を設けています。ユーザーごとの API リクエストを以下のテーブルに示すとおり、制限する必要があり
ます。

Amazon Cognito ユーザープールのユーザーあたりのリクエストレートクォータ

Operation ユーザーあたりのオペレーション数 (1 秒あたりの
オペレーション数)

読み込みユーザープロファイル

例:
AdminInitiateAuth、GetUser、GetDevice

10

書き込みユーザープロファイル

例:
UpdateUserAttributes、SetUserSettings、AdminLinkProviderForUser

10

次の表に示すとおり、カテゴリ別の API リクエストを制限する必要があります。

Amazon Cognito ユーザープールのカテゴリごとのリクエストレートクォータ

カテゴリ 説明 デフォルトクォー
タ (RPS)2

調整可能 クォータ引き上げ
の対象かどうかの
確認3

UserAuthentication

• InitiateAuth
• RespondToAuthChallenge
• AdminInitiateAuth
• AdminRespondToAuthChallenge

ユーザーを認証 
(サインイン) する
オペレーション。

これらのオペレー
ションは リクエ
ストレートの特
別な取り扱いを
使用した Amazon 
Cognito ユーザー
プール API オ
ペレーション
 (p. 567) の対象
となります。

120 はい 100 万 MAU を追
加するごとに 40 
RPS

UserCreation

• SignUp
• ConfirmSignUp
• AdminCreateUser

Amazon Cognito
ネイティブユー
ザーを作成また
は確認するオペ
レーション。こ
れは、Amazon 

50 はい 100 万 MAU を追
加するごとに 10 
RPS
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https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_InitiateAuth.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_RespondToAuthChallenge.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_AdminInitiateAuth.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_AdminRespondToAuthChallenge.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_SignUp.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_ConfirmSignUp.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_AdminCreateUser.html
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カテゴリ 説明 デフォルトクォー
タ (RPS)2

調整可能 クォータ引き上げ
の対象かどうかの
確認3

• AdminConfirmSignUpCognito ユーザー
プールによって直
接作成され、検証
されるユーザーで
す。

UserFederation

サードパーティー 
IdP 経由でユー
ザーを Amazon 
Cognito にフェ
デレートするた
めの、Amazon 
Cognito が管理す
るオペレーショ
ン。

サードパーティー 
ID プロバイダー
を使用してユー
ザーを Amazon 
Cognito ユーザー
プールにフェデ
レート (認証) する
オペレーション。

25 はい 100 万 MAU を追
加するごとに 10 
RPS

UserAccountRecovery

• ChangePassword
• ConfirmForgotPassword
• ForgotPassword
• AdminResetUserPassword
• AdminSetUserPassword

ユーザーのアカウ
ントを回復する、
またはユーザーの
パスワードを変更
もしくは更新する
オペレーション。

30 いいえ 該当なし

UserRead

• AdminGetUser
• GetUser

ユーザープールか
らユーザーを取得
する操作。

120 はい 100 万 MAU を追
加するごとに 40 
RPS

UserUpdate

• AdminAddUserToGroup
• AdminDeleteUserAttributes
• AdminUpdateUserAttributes
• AdminDeleteUser
• AdminDisableUser
• AdminEnableUser
• AdminLinkProviderForUser
• AdminDisableProviderForUser
• VerifyUserAttribute
• DeleteUser
• DeleteUserAttributes
• UpdateUserAttributes
• AdminUserGlobalSignOut
• GlobalSignOut
• AdminRemoveUserFromGroup

ユーザーとユー
ザー属性を管理す
るために使用する
オペレーション。

25 いいえ 該当なし
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https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_AdminConfirmSignUp.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_ChangePassword.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_ConfirmForgotPassword.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_ForgotPassword.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_AdminResetUserPassword.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_AdminSetUserPassword.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_AdminGetUser.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_GetUser.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_AdminAddUserToGroup.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_AdminDeleteUserAttributes.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_AdminUpdateUserAttributes.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_AdminDeleteUser.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_AdminDisableUser.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_AdminEnableUser.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_AdminLinkProviderForUser.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_AdminDisableProviderForUser.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_VerifyUserAttribute.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_DeleteUser.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_DeleteUserAttributes.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_UpdateUserAttributes.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_AdminUserGlobalSignOut.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_GlobalSignOut.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_AdminRemoveUserFromGroup.html
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カテゴリ 説明 デフォルトクォー
タ (RPS)2

調整可能 クォータ引き上げ
の対象かどうかの
確認3

UserToken

• RevokeToken

トークン管理のオ
ペレーション

120 はい 100 万 MAU を追
加するごとに 40 
RPS

UserResourceRead

• AdminGetDevice
• AdminListGroupsForUser
• AdminListDevices
• GetDevice
• ListDevices
• GetUserAttributeVerificationCode
• ResendConfirmationCode
• AdminListUserAuthEvents

記憶されているデ
バイスやグルー
プメンバーシップ
などのユーザー
リソース情報を 
Amazon Cognito 
から取得するオペ
レーション。

50 はい 100 万 MAU を追
加するごとに 20 
RPS

UserResourceUpdate

• AdminForgetDevice
• AdminUpdateAuthEventFeedback
• AdminSetUserMFAPreference
• AdminSetUserSettings
• AdminUpdateDeviceStatus
• UpdateDeviceStatus
• UpdateAuthEventFeedback
• ConfirmDevice
• SetUserMFAPreference
• SetUserSettings
• VerifySoftwareToken
• AssociateSoftwareToken
• ForgetDevice

記憶されているデ
バイスやグループ
メンバーシップな
ど、ユーザーのリ
ソース情報を更新
するオペレーショ
ン。

25 いいえ 該当なし

UserList

• ListUsers
• ListUsersInGroup

ユーザーのリスト
を返す操作。

30 いいえ 該当なし

UserPoolRead

• DescribeUserPool
• ListUserPools

ユーザープールを
読み取る操作。

15 いいえ 該当なし

UserPoolUpdate

• CreateUserPool
• UpdateUserPool
• DeleteUserPool

ユーザープールを
作成、更新、ま
たは削除するオペ
レーション。

15 いいえ 該当なし
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https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_RevokeToken.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_AdminGetDevice.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_AdminListGroupsForUser.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_AdminListDevices.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_GetDevice.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_ListDevices.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_GetUserAttributeVerificationCode.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_ResendConfirmationCode.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_AdminListUserAuthEvents.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_AdminForgetDevice.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_AdminUpdateAuthEventFeedback.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_AdminSetUserMFAPreference.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_AdminSetUserSettings.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_AdminUpdateDeviceStatus.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_UpdateDeviceStatus.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_UpdateAuthEventFeedback.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_ConfirmDevice.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_SetUserMFAPreference.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_SetUserSettings.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_VerifySoftwareToken.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_AssociateSoftwareToken.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_ForgetDevice.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_ListUsers.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_ListUsersInGroup.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_DescribeUserPool.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_ListUserPools.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_CreateUserPool.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_UpdateUserPool.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_DeleteUserPool.html
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カテゴリ 説明 デフォルトクォー
タ (RPS)2

調整可能 クォータ引き上げ
の対象かどうかの
確認3

UserPoolResourceRead

• DescribeIdentityProvider
• DescribeResourceServer
• DescribeUserImportJob
• DescribeUserPoolDomain
• GetCSVHeader
• GetGroup
• GetSigningCertificate
• GetIdentityProviderByIdentifier
• GetUserPoolMfaConfig
• ListGroups
• ListIdentityProviders
• ListResourceServers
• ListTagsForResource
• ListUserImportJobs
• DescribeRiskConfiguration
• GetUICustomization

ユーザープールか
らグループやリ
ソースサーバーな
どのリソースに関
する情報を取得
するオペレーショ
ン。1

20 いいえ 該当なし

UserPoolResourceUpdate

• AddCustomAttributes
• CreateGroup
• CreateIdentityProvider
• CreateResourceServer
• CreateUserImportJob
• CreateUserPoolDomain
• DeleteGroup
• DeleteIdentityProvider
• DeleteResourceServer
• DeleteUserPoolDomain
• SetUserPoolMfaConfig
• StartUserImportJob
• StopUserImportJob
• UpdateGroup
• UpdateIdentityProvider
• UpdateResourceServer
• UpdateUserPoolDomain
• SetRiskConfiguration
• SetUICustomization
• TagResource
• UntagResource

グループやリソー
スサーバーなどの
ユーザープール内
のリソースを変更
するオペレーショ
ン。1

15 いいえ 該当なし
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https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_DescribeIdentityProvider.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_DescribeResourceServer.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_DescribeUserImportJob.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_DescribeUserPoolDomain.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_GetCSVHeader.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_GetGroup.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_GetSigningCertificate.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_GetIdentityProviderByIdentifier.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_GetUserPoolMfaConfig.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_ListGroups.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_ListIdentityProviders.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_ListResourceServers.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_ListTagsForResource.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_ListUserImportJobs.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_DescribeRiskConfiguration.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_GetUICustomization.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_AddCustomAttributes.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_CreateGroup.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_CreateIdentityProvider.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_CreateResourceServer.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_CreateUserImportJob.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_CreateUserPoolDomain.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_DeleteGroup.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_DeleteIdentityProvider.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_DeleteResourceServer.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_DeleteUserPoolDomain.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_SetUserPoolMfaConfig.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_StartUserImportJob.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_StopUserImportJob.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_UpdateGroup.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_UpdateIdentityProvider.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_UpdateResourceServer.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_UpdateUserPoolDomain.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_SetRiskConfiguration.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_SetUICustomization.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_TagResource.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_UntagResource.html
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ID プールリクエストレートクォータ

カテゴリ 説明 デフォルトクォー
タ (RPS)2

調整可能 クォータ引き上げ
の対象かどうかの
確認3

UserPoolClientRead

• DescribeUserPoolClient
• ListUserPoolClients

ユーザープールク
ライアントに関す
る情報を取得する
オペレーション。1

15 いいえ 該当なし

UserPoolClientUpdate

• CreateUserPoolClient
• DeleteUserPoolClient
• UpdateUserPoolClient

ユーザープールク
ライアントを作
成、更新、および
削除するオペレー
ション。1

15 いいえ 該当なし

ClientAuthentication

client_credentials
付与タイプ
は、TOKEN エン
ドポイントにリク
エストします。

マシン間リクエス
トの承認に使用
される認証情報を
生成するオペレー
ション

150 いいえ 該当なし

1 このカテゴリの個々のオペレーションには、単一のユーザープールに対して 5 RPS を超えるレートでオ
ペレーションが呼び出されないようにする制約があります。

2 200 万 MAU 未満のすべてのユーザープールのリクエストレート。

3 リクエストレートの引き上げは、100 万から 1000 万 MAU の間である場合に考慮されます。クォータの
引き上げリクエストは、現在の使用率、現状または予想される MAU、および最適化のベストプラクティス
の実装状況に基づいて評価されます。Amazon Cognito には、誤用を防止し、すべてのお客様がサービス
を利用できるようにするために、クォータの引き上げリクエストを拒否する権利があります。1000 万を超
える MAU がある場合は、AWS ソリューションアーキテクトと協力して、Amazon Cognito クォータに最
適化された方法でソリューションを設計することをお勧めします。サポートが必要な場合は、AWS アカウ
ントチームにお問い合わせください。

Amazon Cognito ID プール (フェデレーティッド
アイデンティティ) API オペレーションリクエスト
レートのクォータ

Operation 説明 デフォルトクォー
タ (RPS)

調整可能 クォータ引き上げ
の対象かどうかの
確認

GetId ID プールからアイ
デンティティ ID を
取得します。

25 はい アカウントチーム
にお問い合わせく
ださい。

GetOpenIdToken クラシックワーク
フローの ID プール
から OpenID トー

200 はい アカウントチーム
にお問い合わせく
ださい。
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https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_DescribeUserPoolClient.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_ListUserPoolClients.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_CreateUserPoolClient.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_DeleteUserPoolClient.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_UpdateUserPoolClient.html


Amazon Cognito デベロッパーガイド
リソースの番号とサイズのクォータ

Operation 説明 デフォルトクォー
タ (RPS)

調整可能 クォータ引き上げ
の対象かどうかの
確認

クンを取得しま
す。

GetCredentialsForIdentity拡張ワークフロー
の ID プールから 
AWS 認証情報を取
得します。

200 はい アカウントチーム
にお問い合わせく
ださい。

GetOpenIdTokenForDeveloperIdentityデベロッパーワー
クフローの ID プー
ルから OpenID 
トークンを取得し
ます。

50 はい アカウントチーム
にお問い合わせく
ださい。

リソースの番号とサイズのクォータ
リソースクォータは、Amazon Cognito のリソース、入力フィールド、期間、およびその他の機能の最大
数またはサイズです。

一部のリソースクォータの調整は、サービスクォータコンソールまたはサービス制限の引き上げフォー
ムからリクエストできます。Service Quotas コンソールからクォータの引き上げをリクエストするに
は、Service Quotas ユーザーガイドの「Requesting a quota increase」を参照してください。Service 
Quotas でクォータが利用できない場合は、Service limit increase フォームを使用してください。

Note

アカウントごとのユーザープールなど、AWS アカウント レベルのリソースクォータは、それぞ
れの AWS リージョン の Amazon Cognito リソースに適用されます。例えば、米国東部 (バージニ
ア北部) に 1,000 個のユーザープールを持ち、欧州 (ストックホルム) に別の 1,000 個のユーザー
プールを持つことができます。

次の表は、デフォルトのリソースクォータと、それらが調整可能かどうかを示しています。

Amazon Cognito ユーザープールのリソースクォータ

リソース クォータ 調整可能 最大クォータ

ユーザープールあたり
のアプリケーションク
ライアント

1,000 はい 10,000

アカウントあたりの
ユーザープール

1,000 はい 10,000

ユーザープールあたり
のアイデンティティプ
ロバイダー

300 はい 1,000

ユーザープールあたり
のリソースサーバー

25 はい 300

ユーザープールあたり
のユーザー数

40,000,000 はい アカウントチームにお
問い合わせください。
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リソース クォータ 調整可能 最大クォータ

ユーザープールあたり
のカスタム属性数

50 いいえ 該当なし

属性あたりの文字数 2,048 バイト いいえ 該当なし

カスタム属性名の文字
数

20 いいえ 該当なし

パスワードポリシーに
最低限必要なパスワー
ド文字数

6～99 いいえ 該当なし

AWS アカウント ごとに
毎日送信される E メー
ルメッセージ¹

50 いいえ 該当なし

E メール件名の文字数 140 いいえ 該当なし

E メールメッセージの文
字数

20,000 いいえ 該当なし

SMS 検証メッセージの
文字数

140 いいえ 該当なし

パスワードの文字数 256 いいえ 該当なし

ID プロバイダー名の文
字数

40 いいえ 該当なし

ID プロバイダーあたり
識別子数

50 いいえ 該当なし

ユーザーにリンクされ
た ID 数

5 いいえ 該当なし

アプリケーションクラ
イアントあたりのコー
ルバック URL 数

100 いいえ 該当なし

アプリケーションクラ
イアントあたりのログ
アウト URL 数

100 いいえ 該当なし

リソースサーバーあた
りのスコープ

100 いいえ 該当なし

アプリケーションクラ
イアントあたりのス
コープ数

50 いいえ 該当なし

アカウントあたりのカ
スタムドメイン数

4 いいえ 該当なし

各ユーザーが所属でき
るグループ数

100 いいえ 該当なし

ユーザープールあたり
のグループ

10,000 いいえ 該当なし
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¹このクォータは、Amazon Cognito ユーザープールにデフォルトの E メール機能を使用している場合にの
み適用されます。より高い E メールの配信ボリュームを有効にするには、Amazon SES の E メール設定
を使用するようにユーザープールを設定します。詳細については、「Amazon Cognito ユーザープールの E 
メール設定 (p. 204)」を参照してください。

Amazon Cognito ユーザープールセッションの有効性パラメータ

トークン クォータ

ID トークン 5 分～1 日

更新トークン 1 時間～3,650 日

アクセストークン 5 分～1 日

ホストされた UI セッション cookie 1 時間

認証セッショントークン 3 分～15 分

Amazon Cognito ユーザープールコードセキュリティリソースクォータ (調整不可)

リソース クォータ

サインアップ確認コードの有効期間 24 時間

ユーザー属性検証コードの有効期間 24 時間

多要素認証 (MFA) コードの有効期間 3～15 分

パスワードを忘れた場合のコードの有効期間 1 時間

1 ユーザーあたりの ConfirmForgotPassword
コールの最大数

リスクスコアに応じて 1 時間あたり 5～20 回試行

1 ユーザーあたりの ResendConfirmationCode
コールの最大数

1 時間あたり 5 回試行

1 ユーザーあたりの ConfirmSignUp コールの最
大数

1 時間あたり 15 回試行

1 ユーザーあたりの ChangePassword コールの最
大数

1 時間あたり 5 回試行

1 ユーザーあたりの
GetUserAttributeVerificationCode  コー
ルの最大数

1 時間あたり 5 回試行

1 ユーザーあたりの VerifyUserAttribute コー
ルの最大数

1 時間あたり 15 回試行

Amazon Cognito ユーザープールユーザーインポートジョブリソースクォータ (調整不可)

リソース クォータ

ユーザープールあたりのユーザーインポートジョ
ブ

1,000
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リソース クォータ

ユーザーインポート CSV 行あたりの最大文字数 16,000

最大 CSV ファイルサイズ 100 MB

CSV ファイルあたりのユーザーの最大数 500,000

Amazon Cognito ID プール (フェデレーティッドアイデンティティ) リソースのクォータ

リソース クォータ 調整可能 最大クォータ

アカウントあたりのア
イデンティティプール

1,000 いいえ 該当なし

ID プールあたりの 
Amazon Cognito ユー
ザープールプロバイ
ダー数

50 はい 1,000

ID プール名の文字長 128 バイト いいえ 該当なし

ログインプロバイダー
名の文字長

2,048 バイト いいえ 該当なし

ID プールあたりのアイ
デンティティ数

無制限 いいえ 該当なし

ロールマッピングを指
定できる ID プロバイ
ダー数

10 いいえ 該当なし

単一のリストまたは 
lookup コールからの結
果の数

60 いいえ 該当なし

ロールベースのアクセ
ス制御 (RBAC) ルール

25 いいえ 該当なし

Amazon Cognito Sync リソースクォータ

リソース クォータ 調整可能 最大クォータ

アイデンティティあた
りのデータセット

20 はい アカウントチームにお
問い合わせください。

データセットあたりの
レコード

1,024 はい アカウントチームにお
問い合わせください。

1 つのデータセットのサ
イズ

1 MB はい アカウントチームにお
問い合わせください。

データセット名の文字
数

128 バイト いいえ 該当なし

正常なリクエスト後の
一括発行の待機時間

24 時間 いいえ 該当なし

578



Amazon Cognito デベロッパーガイド
ホストされた UI と OIDC エンドポイントのリファレンス

Amazon Cognito API リファレンス
以下の API リファレンスでは、Amazon Cognito の各機能の API について説明しています。Amazon 
Cognito ユーザープールには、パブリック OIDC インターフェイスとネイティブ API の 2 つの API があり
ます。Amazon Cognito ユーザープールのネイティブ API での API オペレーションクラスの内訳について
は、「Amazon Cognito ネイティブの API と OIDC API を使用する (p. 39)」を参照してください。

トピック
• ユーザープール OIDC とホストされた UI API エンドポイントのリファレンス (p. 579)
• Amazon Cognito ユーザープール API リファレンス (p. 597)
• Amazon Cognito ID プール (フェデレーティッド ID) API リファレンス (p. 598)
• Amazon Cognito Sync API リファレンス (p. 598)

ユーザープール OIDC とホストされた UI API エン
ドポイントのリファレンス

ユーザープールにドメインを割り当てると、Amazon Cognito はここにリストされているパブリックウェ
ブページをアクティブにします。ドメインは、すべてのアプリクライアントの中央アクセスポイントとし
て機能します。これらには、ユーザーがサインアップしてサインイン (ログインエンドポイント (p. 593)) 
およびサインアウト (ログアウトエンドポイント (p. 594)) できるホストされた UI が含まれます。これら
のリソースの詳細については、「サインアップおよびサインインでの Amazon Cognito でホストされる UI 
の使用 (p. 47)」を参照してください。

Warning

Amazon Cognito ドメインのエンドエンティティ証明書または中間 Transport Layer Security (TLS) 
証明書を固定しないでください。AWS では、すべてのユーザープールエンドポイントとプレ
フィックスドメインのすべての証明書を管理します。Amazon Cognito 証明書をサポートする信頼
チェーン内の認証局 (CA) は、動的にローテーションし、更新されます。アプリを中間証明書また
はリーフ証明書に固定すると、AWS が証明書をローテーションしたときにアプリが予告なく失敗
することがあります。
代わりに、アプリケーションを利用できるすべての Amazon ルート証明書に固定します。詳細に
ついては、AWS Certificate Manager ユーザーガイドの「証明書のピンニング」にあるベストプラ
クティスと推奨事項を参照してください。

これらのページには、ユーザープールがサードパーティーの SAML、OpenID Connect (OIDC)、および 
OAuth 2.0 ID プロバイダー (IdPs) と通信できるようにするパブリックウェブリソースも含まれています。
フェデレーション ID プロバイダーを使用してユーザーをサインインするには、ユーザーは、ログインエン
ドポイント (p. 593) または 認可エンドポイント (p. 581) に対してリクエストを開始する必要がありま
す。アプリは、Amazon Cognito API を使用してネイティブユーザーをサインインすることもできます。ネ
イティブユーザーとは、ユーザーが作成したユーザーまたはユーザープールにサインアップしたユーザー
です。

OAuth 2.0 REST API エンドポイントに加えて、Amazon Cognito は、Android、iOS、JavaScript など用の 
SDK とも統合できます。SDK は、ユーザープール API エンドポイントと Amazon Cognito API サービス
エンドポイントの両方とやり取りするためのツールを提供します。サービスエンドポイントの詳細につい
ては、「Amazon Cognito Identity エンドポイントとクォータ」を参照してください。

このガイドのエンドポイントに加え、Amazon Cognito はユーザープールにドメインを割り当てる際に以
下のエンドポイントを作成します。
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追加のユーザープールのエンドポイント

エンドポイント URL 説明 カテゴリ

https://cognito-idp.####
#.amazonaws.com/######
# ID/.well-known/openid-
configuration

ユーザープールの OIDC アーキ
テクチャのディレクトリ。

OIDC

https://cognito-idp.####
#.amazonaws.com/####### 
ID/.well-known/jwks.json

Amazon Cognito トークンの検証
に使用できるパブリックキー。

OIDC

https://###########/oauth2/
idpresponse

ソーシャル ID プロバイダー
は、認証コードを使用してユー
ザーをこのエンドポイントに
リダイレクトする必要がありま
す。Amazon Cognito は、フェデ
レーションユーザーを認証する
際に、このコードをトークンに
引き換えます。

OAuth 2.0 と OIDC

https://###########/saml2/
idpresponse

SAML 2.0 フェデレーションユー
ザーを認証するには、ID プロバ
イダーが SAML 応答を使用して
ユーザーをこのエンドポイント
にリダイレクトする必要があり
ます。

SAML 2.0

https://############/
ConfirmUser

E メールリンクを選択してユー
ザーアカウントを検証したユー
ザーを確認します。

ホストされた UI

https://############/signup 新規ユーザーをサインアップし
ます。/login ページは、ユー
ザーが [Sign up] (サインアップ) 
を選択すると、/signup に移動
します。

ホストされた UI

https://############/confirm サインアップ後、ユーザーに確
認コードの入力を求めます。
確認コードを送信すると、ユー
ザーにコードの入力を求めま
す。確認リンクを送信すると、
ユーザーが E メールメッセージ
で確認リンクを選択した後、こ
のページは /login にリダイレ
クトされます。

ホストされた UI

https://Your user pool 
domain/forgotPassword

ユーザーにユーザー名の入力を
求め、パスワードリセットコー
ドを送信します。/login ペー
ジは、ユーザーが [Forgot your 
password?] (パスワードをお忘れ
ですか?) を選択するとユーザー
を /forgotPassword に誘導し
ます。

ホストされた UI
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エンドポイント URL 説明 カテゴリ

https://Your user pool 
domain/confirmforgotPassword

ユーザーにパスワードリ
セットコードと新しいパス
ワードの入力を求めます。/
forgotPassword ページ
は、ユーザーが [Reset your 
password] (パスワードのリセッ
ト) を選択するとユーザーを /
confirmforgotPassword ペー
ジに誘導します。

ホストされた UI

https://############/
resendcode

ユーザープールにサインアップ
したユーザーに新しい確認コー
ドを送信します。ユーザーが
confirm から [Send a new link]
(新しいリンクを送信) を選択する
と /resendcode が表示されま
す。

ホストされた UI

OpenID および OAuth 標準の詳細については、「OpenID Connect 1.0」および「OAuth 2.0」を参照して
ください。

トピック
• 認可エンドポイント (p. 581)
• トークンエンドポイント (p. 587)
• UserInfo エンドポイント (p. 591)
• ログインエンドポイント (p. 593)
• ログアウトエンドポイント (p. 594)
• エンドポイントの取り消し (p. 596)

認可エンドポイント
/oauth2/authorize エンドポイントは、2 つのリダイレクト先をサポートするリダイレクトエンドポイ
ントです。URL に identity_provider または idp_identifier のパラメータを含めると、ユーザー
はその ID プロバイダー (IdP) のサインインページにそのままリダイレクトされます。それ以外の場合は、
リクエストに含まれるものと同じ URL パラメータを持つ ログインエンドポイント (p. 593) にリダイレ
クトされます。

認証エンドポイントを使用するには、ユーザープールに以下のユーザープールの詳細に関する情報を提供
するパラメータを使用して、ユーザーのブラウザを /oauth2/authorize で呼び出します。

• サインインするアプリクライアント。
• 終了させたいコールバック URL。
• ユーザーのアクセストークンでリクエストする OAuth 2.0 スコープ。
• サインインに使用するサードパーティーの IdP (任意)。

また、Amazon Cognito が受信クレームの検証に使用する state および nonce パラメータを提供するこ
ともできます。
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GET /oauth2/authorize
/oauth2/authorize エンドポイントは HTTPS GET のみをサポートします。アプリは通常、このリ
クエストをユーザーのブラウザで開始します。/oauth2/authorize エンドポイントへのリクエスト
は、HTTPS でのみ行うことができます。

OpenID Connect (OIDC) 標準における認可エンドポイントの定義の詳細については、「Authorization 
Endpoint」(認可エンドポイント) を参照してください。

パラメータのリクエスト

response_type

レスポンスのタイプ。code または token を指定する必要があります。

response_type が code のリクエストに成功すると、認証コード付与を返します。認証コード付与
とは、Amazon Cognito がリダイレクト URL に追加する code パラメータです。アプリは トークンエ
ンドポイント (p. 587) と、アクセス、ID、更新の各トークンとコードを交換することができます。
セキュリティ上のベストプラクティスとして、またユーザーに更新トークンを受け取るには、アプリ
で認証コード付与を使用します。

response_type が token のリクエストに成功すると、暗黙的な付与を返します。暗黙的な付与と
は、Amazon Cognito がリダイレクト URL に追加する ID とアクセストークンのことです。暗黙的な
付与は、トークンと潜在的な識別情報をユーザーに公開するため、安全性が低くなります。アプリク
ライアントの設定で、暗黙的な付与のサポートを無効にできます。

必須。
client_id

クライアント ID。

client_id の値は、リクエストを行うユーザープール内のアプリクライアントの ID である必要があ
ります。アプリクライアントは、Amazon Cognito ネイティブユーザーまたは少なくとも 1 つのサー
ドパーティー IdP によるサインインをサポートしている必要があります。

必須。
redirect_uri

Amazon Cognito がユーザーを認証した後、認証サーバーによってブラウザがリダイレクトされる 
URL です。

リダイレクト Uniform Resource Identifier (URI) には次の属性が必要です。
• 絶対 URI である。
• URI を事前にクライアントに登録しておく必要があります。
• フラグメントコンポーネントが含まれていない。

「OAuth 2.0 - リダイレクトエンドポイント」を参照してください。

Amazon Cognito では、テスト目的のコールバック URL として設定できる http://localhost を除
き、リダイレクト URI に HTTPS を使用することが必要です。

Amazon Cognito では、myapp://example のようなアプリのコールバック URL もサポートしていま
す。

必須。
state

アプリがリクエストに state パラメータを追加すると、Amazon Cognito は/oauth2/authorize エ
ンドポイントはユーザーをリダイレクトする際に、その値をアプリに返します。
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この値をリクエストに追加して CSRF 攻撃から保護します。

state パラメータの値を、URL でエンコードされた JSON 文字列に設定することはできません。こ
の形式に一致する文字列を state パラメータで渡すには、文字列を Base 64 にエンコードし、アプ
リ内でデコードします。

オプションですが、推奨しません。
identity_provider

このパラメータを追加して、ホストされた UI をバイパスし、ユーザーをプロバイダーのサインイン
ページにリダイレクトします。identity_provider パラメータの値はユーザープールに表示される ID プ
ロバイダー (IdP) の名前です。
• ソーシャルプロバイダーの場合、identity_provider 値 Facebook、Google、LoginWithAmazon、およ

び SignInWithApple を使用できます。
• Amazon Cognito ユーザープールの場合、値 COGNITO を使用します。
• SAML 2.0 および OpenID Connect (OIDC) ID プロバイダー (IdP) の場合は、ユーザープールで IdP 

に割り当てた名前を使用します。

オプション。
idp_identifier

このパラメータを追加して、identity_provider 名の代替名を持つプロバイダーにリダイレクトし
ます。Amazon Cognito コンソールの [Sign-in experience] (サインインエクスペリエンス) タブか
ら、SAML 2.0 および OIDC IdP の識別子を入力できます。

オプション。
scope

クライアントに関連付けられているシステム予約されたスコープ、またはカスタムスコープの組み合
わせにすることができます。スコープはスペースで区切る必要があります。システム予約されたス
コープは openid、email、phone、profile、および aws.cognito.signin.user.admin で
す。使用されるスコープは、いずれもクライアントに関連付けられている必要があり、関連付けられ
ていなければ、ランタイム時に無視されます。

クライアントがスコープをリクエストしない場合、認証サーバーはクライアントに関連付けられてい
るすべてのスコープを使用します。

ID トークンは openid スコープがリクエストされた場合にのみ返されます。Amazon Cognito ユー
ザープールに対してアクセストークンを使用できるのは、aws.cognito.signin.user.admin
スコープがリクエストされている場合のみです。phone、email、および profile スコープ
は、openid スコープがリクエストされた場合にのみリクエストできます。これらのスコープは ID 
トークン内でクレームを記述します。

オプション。
code_challenge_method

チャレンジを生成するために使用されるメソッドです。PKCE RFC では S256 および plain の 2 つの
メソッドが定義されていますが、Amazon Cognito 認証サーバーでは S256 のみがサポートされていま
す。

オプション。
code_challenge

code_verifier から生成されたチャレンジ。

code_challenge_method パラメータを指定した場合にのみ必須です。
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ノンス

リクエストに追加できるランダムな値。指定したノンス値は、Amazon Cognito が発行する ID トー
クンに含まれます。リプレイ攻撃を防ぐために、アプリは ID トークンの nonce クレームを検査し、
生成したものと比較することができます。nonce クレームの詳細については、「OpenID Connect 
standard」(OpenID Connect 標準) の「ID token validation」(ID トークンの検証) を参照してくださ
い。

肯定応答を含むリクエストの例

認可コード付与

リクエスト例

GET https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/oauth2/authorize? 
                                 response_type=code& 
                                 client_id=ad398u21ijw3s9w3939& 
                                 redirect_uri=https://YOUR_APP/redirect_uri& 
                                 state=STATE& 
                                 scope=openid+profile+aws.cognito.signin.user.admin 
                     

レスポンス例

Amazon Cognito 認証サーバーは、承認コードとステートを伴ってリダイレクトしアプリに戻ります。
コードとステートはフラグメントではなく、クエリ文字列パラメータで返される必要があります。クエリ
文字列はウェブリクエストの一部で、「?」文字の後に追加されます。この文字列には「&」文字で区切ら
れたパラメータを 1 つ以上含めることができます。フラグメントはウェブリクエストの一部で「#」文字
の後に追加され、ドキュメントのサブセクションを指定します。

Note

レスポンスは、5 分間有効な 1 回限りのコードを返します。

HTTP/1.1 302 Found 
                    Location: https://YOUR_APP/redirect_uri?
code=AUTHORIZATION_CODE&state=STATE 
                     

PKCE を使用した認可コード付与

リクエスト例

GET https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/oauth2/authorize? 
                          response_type=code& 
                          client_id=ad398u21ijw3s9w3939& 
                          redirect_uri=https://YOUR_APP/redirect_uri& 
                          state=STATE& 
                          scope=aws.cognito.signin.user.admin& 
                          code_challenge_method=S256& 
                          code_challenge=CODE_CHALLENGE 
                          

レスポンス例

認可サーバーは認可コードとステートを伴ってリダイレクトしアプリに戻ります。コードとステートはフ
ラグメントではなく、クエリ文字列パラメータで返される必要があります。
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HTTP/1.1 302 Found 
                    Location: https://YOUR_APP/redirect_uri?
code=AUTHORIZATION_CODE&state=STATE 
                     

openid スコープを使用しないトークン付与

リクエスト例

GET https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/oauth2/authorize? 
                         response_type=token& 
                         client_id=ad398u21ijw3s9w3939& 
                         redirect_uri=https://YOUR_APP/redirect_uri& 
                         state=STATE& 
                         scope=aws.cognito.signin.user.admin 
                     

レスポンス例

Amazon Cognito 認証サーバーはアクセストークンを伴ってリダイレクトし、アプリに戻ります。openid
スコープがリクエストされなかったため、Amazon Cognito は ID トークンを返しません。また、Amazon 
Cognito はこのフローで更新トークンを返しません。Amazon Cognito はアクセストークンとステートをク
エリ文字列ではなくフラグメントで返します。

HTTP/1.1 302 Found 
                        Location: https://YOUR_APP/
redirect_uri#access_token=ACCESS_TOKEN&token_type=bearer&expires_in=3600&state=STATE 
                     

openid スコープを使用したトークン付与

リクエスト例

                        GET 
                            https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/oauth2/
authorize?  
                            response_type=token&  
                            client_id=ad398u21ijw3s9w3939&  
                            redirect_uri=https://YOUR_APP/redirect_uri&  
                            state=STATE& 
                            scope=aws.cognito.signin.user.admin+openid+profile 
                     

レスポンス例

認可サーバーはアクセストークンと ID トークンを伴ってリダイレクトしアプリに戻ります (openid ス
コープが含まれていたため)。

HTTP/1.1 302 Found 
                         Location: https://YOUR_APP/
redirect_uri#id_token=ID_TOKEN&access_token=ACCESS_TOKEN&token_type=bearer&expires_in=3600&state=STATE 
                     

否定応答の例

否定応答の例を次に示します。
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• client_id と redirect_uri が有効であるが、リクエストパラメータが正しくフォーマット
されていない場合、認証サーバーはエラーをクライアントの redirect_uri にリダイレクト
し、URL パラメータにエラーメッセージを追加します。正しくない形式の例としては、リクエストに
response_type パラメータが含まれていない場合、レスポンスが code_challenge を提供するが
code_challenge_method がない場合、code_challenge_method が「S256」でない場合などがあ
ります。

HTTP 1.1 302 Found Location: https://client_redirect_uri?
error=invalid_request

• クライアントが response_type で code または token をリクエストしたが、これらのリクエ
ストの許可を持っていないという場合は、以下にあるように、Amazon Cognito 認証サーバーが
unauthorized_client をクライアントの redirect_uri に返します。

HTTP 1.1 302 Found Location: https://client_redirect_uri?
error=unauthorized_client

• クライアントが無効、不明、または有効ではない形式のスコープをリクエストする場合は、以下にある
ように、Amazon Cognito 認証サーバーが invalid_scope をクライアントの redirect_uri に返し
ます。

HTTP 1.1 302 Found Location: https://client_redirect_uri?error=invalid_scope
• サーバーで予期しないエラーが発生した場合は、認証サーバーがクライアントの redirect_uri に
server_error を返します。HTTP 500 エラーはクライアントに送信されないので、ブラウザでユー
ザーにエラーを表示しないでください。以下のようなエラーが発生します。

HTTP 1.1 302 Found Location: https://client_redirect_uri?error=server_error
• Amazon Cognito がサードパーティーの ID プロバイダーとのフェデレーションを通じて認証するとき

は、以下のような接続問題が発生する場合があります。
• IdP からトークンをリクエストしているときに接続タイムアウトが発生した場合、認証サーバーは以

下のようにエラーをクライアントの redirect_uri にリダイレクトします。

HTTP 1.1 302 Found Location: https://client_redirect_uri?
error=invalid_request&error_description=Timeout+occurred+in+calling+IdP
+token+endpoint

• id_token 検証のための jwks エンドポイントの呼び出し時に接続タイムアウトが発生する場合、認
証サーバーは以下のようにエラーをクライアントの redirect_uri にリダイレクトします。

HTTP 1.1 302 Found Location: https://client_redirect_uri?
error=invalid_request&error_description=error_description=Timeout+in+calling
+jwks+uri

• サードパーティーの IdP にフェデレーションして認証する場合、プロバイダーは設定エラーまたは次の
ようなその他の理由でエラーレスポンスを返すことがあります。
• 他のプロバイダーからエラーレスポンスを受け取った場合、認証サーバーは以下のようにエラーをク

ライアントの redirect_uri にリダイレクトします。

HTTP 1.1 302 Found Location: https://client_redirect_uri?
error=invalid_request&error_description=[IdP name]+Error+-+[status 
code]+error getting token

• Google からエラーレスポンスを受け取った場合、認証サーバーは次のようにエラーをクライアン
トの redirect_uri にリダイレクトします: HTTP 1.1 302 Found Location: https://
client_redirect_uri?error=invalid_request&error_description=Google+Error+-
+[status code]+[Google provided error code]

• Amazon Cognito が外部 IdP への接続中に通信プロトコルで例外を検出した場合、認証サーバーは次の
いずれかのメッセージでエラーをクライアントの redirect_uri にリダイレクトします。
• HTTP 1.1 302 Found Location: https://client_redirect_uri?
error=invalid_request&error_description=Connection+reset
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• HTTP 1.1 302 Found Location: https://client_redirect_uri?
error=invalid_request&error_description=Read+timed+out

トークンエンドポイント
/oauth2/token エンドポイントに POST リクエストを生成して、ユーザーまたはサービスの JSON ウェ
ブトークン (JWT) を取得します。ユーザープールにドメインを追加すると、Amazon Cognito はユーザー
プール専用の OAuth 2.0 トークンエンドポイントをアクティブ化します。ユーザーベースのモデルでは、
アプリは ID トークン、アクセストークン、更新トークンと引き換えに認証コードをトークンエンドポイ
ントに送信します。マシンツーマシンモデルでは、アプリはアクセストークンと引き換えにクライアント
シークレットをトークンエンドポイントに送信します。

アクセストークンからユーザーに関する情報を取得するには、それを UserInfo エンドポイント (p. 591)
または GetUser API リクエストに渡します。

POST /oauth2/token
/oauth2/token エンドポイントは HTTPS POST のみをサポートします。ユーザープールクライアント
は、ブラウザ経由ではなく、このエンドポイントに直接リクエストを送信します。

トークンエンドポイントは client_secret_basic と client_secret_post をサポートしていま
す。OpenID Connect の仕様の詳細については、「クライアント認証」を参照してください。OpenID 
Connect 仕様のトークンエンドポイントの詳細については、「トークンエンドポイント」を参照してくだ
さい。

ヘッダーのリクエストパラメータ

Authorization

クライアントがシークレットで発行された場合、クライアントはその client_id および
client_secret をベーシック client_secret_basic 認証として認証ヘッダーに渡す必要があり
ます。また、client_id と client_secret を client_secret_post 認証としてリクエスト本文
に含めることもできます。

認証ヘッダー文字列は Basic Base64Encode(client_id:client_secret) です。次の例は、アプ
リクライアント djc98u3jiedmi283eu928 のクライアントシークレット abcdef01234567890 が
付いた認証ヘッダーです。文字列 djc98u3jiedmi283eu928:abcdef01234567890 の Base64 エ
ンコードされたバージョンを使用します。

Authorization: Basic ZGpjOTh1M2ppZWRtaTI4M2V1OTI4OmFiY2RlZjAxMjM0NTY3ODkw

Content-Type

常に 'application/x-www-form-urlencoded' にする必要があります。

本文のリクエストパラメータ

grant_type

付与タイプ。

authorization_code、refresh_token、または client_credentials を指定する必要があり
ます。アプリクライアントでリクエストされたスコープが有効で、クライアントシークレットを設定
済みで、client_credentials の付与を許可している場合、トークンエンドポイントからカスタム
スコープのアクセストークンをリクエストできます。
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必須。
client_id

ユーザープール内のアプリクライアントの ID。ユーザーを認証したのと同じアプリクライアントを指
定する必要があります。

クライアントがパブリックでありシークレットがない場合、または client_secret で
client_secret_post 認証を使用する場合は必須です。

client_secret

ユーザーを認証したアプリクライアントのクライアントシークレット。アプリケーションクライアン
トがクライアントシークレットを持っていて、Authorization ヘッダーを送信しなかった場合は必
須です。

scope

アプリクライアントに関連付けられた任意のカスタムスコープを組み合わせることができます。リク
エストしたスコープは、アプリクライアントに対してアクティブ化する必要があります。そうしない
と、Amazon Cognito はそれを無視します。クライアントがスコープをリクエストしない場合、認可
サーバーはクライアントに関連付けられているすべてのカスタムスコープを使用します。

オプション。grant_type が client_credentials である場合にのみ使用されます。
redirect_uri

/oauth2/authorize で authorization_code を取得するために使用されたものと同じ
redirect_uri である必要があります。

grant_type が authorization_code の場合のみ必須です。
refresh_token

ユーザーのセッションの新しいアクセストークンと ID トークンを生成するには、/oauth2/token リ
クエストの refresh_token パラメータの値を、同じアプリクライアントから以前に発行された更新
トークンに設定します。

コード

grant_type が authorization_code の場合は必須です。
code_verifier

証明キー。

grant_type が authorization_code であり、認可コードが PKCE を使用してリクエストされた
場合は必須です。

肯定応答を含むリクエストの例

トークン用の認可コードの交換

リクエスト例

POST https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/oauth2/token& 
                            Content-Type='application/x-www-form-urlencoded'& 
                            
 Authorization=Basic ZGpjOTh1M2ppZWRtaTI4M2V1OTI4OmFiY2RlZjAxMjM0NTY3ODkw
                            
                            grant_type=authorization_code& 
                            client_id=1example23456789& 
                            code=AUTHORIZATION_CODE& 
                            redirect_uri=com.myclientapp://myclient/redirect
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レスポンス例

HTTP/1.1 200 OK 
                         
                           Content-Type: application/json 
                            
                           {  
                            "access_token":"eyJra1example",  
                            "id_token":"eyJra2example", 
                            "refresh_token":"eyJj3example", 
                            "token_type":"Bearer",  
                            "expires_in":3600 
                           }

Note

トークンエンドポイントは、refresh_token が grant_type の場合にのみ
authorization_code を返します。

アクセストークンのクライアント認証情報の交換

リクエスト例

POST https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/oauth2/token > 
                            Content-Type='application/x-www-form-urlencoded'& 
                            
 Authorization=Basic ZGpjOTh1M2ppZWRtaTI4M2V1OTI4OmFiY2RlZjAxMjM0NTY3ODkw
                            
                            grant_type=client_credentials& 
                            client_id=1example23456789& 
                            scope={resourceServerIdentifier1}/{scope1} 
 {resourceServerIdentifier2}/{scope2} 
                     

レスポンス例

HTTP/1.1 200 OK 
                            Content-Type: application/json 
                             
                            { 
                            "access_token":"eyJra1example",  
                            "token_type":"Bearer",  
                            "expires_in":3600 
                            } 
                     

トークン用の PKCE を使用した認可コード付与の交換

リクエスト例

POST https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/oauth2/token 
                                Content-Type='application/x-www-form-urlencoded'& 
                                
 Authorization=Basic ZGpjOTh1M2ppZWRtaTI4M2V1OTI4OmFiY2RlZjAxMjM0NTY3ODkw
                                
                                grant_type=authorization_code& 
                                client_id=1example23456789& 
                                code=AUTHORIZATION_CODE& 
                                code_verifier=CODE_VERIFIER& 
                                redirect_uri=com.myclientapp://myclient/redirect
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レスポンス例

HTTP/1.1 200 OK 
                            Content-Type: application/json 
                             
                            { 
                            "access_token":"eyJra1example",  
                            "id_token":"eyJra2example", 
                            "refresh_token":"eyJj3example", 
                            "token_type":"Bearer",  
                            "expires_in":3600 
                            } 
                     

Note

トークンエンドポイントは、refresh_token が grant_type の場合にのみ
authorization_code を返します。

トークン用の更新トークンの交換

リクエスト例

POST https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/oauth2/token > 
                           Content-Type='application/x-www-form-urlencoded'& 
                           
 Authorization=Basic ZGpjOTh1M2ppZWRtaTI4M2V1OTI4OmFiY2RlZjAxMjM0NTY3ODkw
                           
                           grant_type=refresh_token& 
                           client_id=1example23456789& 
                           refresh_token=eyJj3example
                     

レスポンス例

HTTP/1.1 200 OK 
                           Content-Type: application/json 
                            
                           { 
                           "access_token":"eyJra1example",  
                           "id_token":"eyJra2example", 
                           "token_type":"Bearer",  
                           "expires_in":3600 
                                 } 
                              

Note

トークンエンドポイントは、grant_type が authorization_code の場合にのみ
refresh_token を返します。

否定応答の例

エラー応答のサンプル

HTTP/1.1 400 Bad Request 
                           Content-Type: application/json;charset=UTF-8 
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                           { 
                           "error":"invalid_request|invalid_client|invalid_grant|
unauthorized_client|unsupported_grant_type" 
                           }

invalid_request

リクエストに必須パラメータが含まれていない、サポートされていないパラメータ値 
(unsupported_grant_type 以外) が含まれている、または正しい形式ではありません。たとえ
ば、grant_type が refresh_token であるが、refresh_token が含まれていない、などです。

invalid_client

クライアントの認証に失敗しました。たとえば、クライアントが認証ヘッダーに client_id と
client_secret を含めたが、その client_id と client_secret を持つクライアントが存在しな
い場合です。

invalid_grant

更新トークンが失効しています。

認可コードが既に消費されているか、存在しません。

アプリクライアントにはリクエストされたスコープ内すべての属性への読み取りアクセス権はありま
せん。例えば、アプリが email スコープをリクエストすると、アプリクライアントは email 属性の
読み取りはできますが、email_verified は読み取れません。

unauthorized_client

クライアントがコード付与フローまたはトークンの更新を許可されていません。
unsupported_grant_type

grant_type が authorization_code、refresh_token、または client_credentials 以外の
場合に返されます。

UserInfo エンドポイント
userInfo エンドポイントは OpenID Connect (OIDC) userInfo エンドポイントです。トークンエンドポイン
ト (p. 587) が発行したアクセストークンをサービスプロバイダーが提示すると、ユーザー属性で応答し
ます。ユーザーのアクセストークンのスコープは、userInfo エンドポイントがレスポンスで返すユーザー
属性を定義します。openid スコープはアクセストークンクレームのいずれかである必要があります。

Amazon Cognito は、InitiateAuth などのネイティブ API リクエストに応答してアクセストークンを発行し
ます。スコープが含まれていないため、userInfo エンドポイントはこれらのアクセストークンを受け入れ
ません。代わりに、トークンエンドポイントからアクセストークンを提示する必要があります。

OAuth 2.0 サードパーティーの ID プロバイダー (IdP) は、userInfo エンドポイントもホストしています。
ユーザーがその IdP で認証すると、Amazon Cognito は IdP token エンドポイントと認証コードを表示せ
ずに交換し、IdP userInfo エンドポイントからユーザー情報を取得します。

GET /oauth2/userInfo
アプリは、ブラウザ経由ではなく、このエンドポイントに直接リクエストを送信します。

詳細については、OpenID Connect (OIDC) 仕様の「UserInfo エンドポイント」を参照してください。

トピック
• ヘッダーのリクエストパラメータ (p. 592)
• リクエスト例 (p. 592)
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• 肯定応答の例 (p. 592)
• 否定応答の例 (p. 592)

ヘッダーのリクエストパラメータ
許可: べアラー <access_token>

認証ヘッダーフィールドを使用してアクセストークンを渡します。

必須。

リクエスト例

GET https://<your-user-pool-domain>/oauth2/userInfo 
                Authorization: Bearer <access_token>
            

肯定応答の例

HTTP/1.1 200 OK 
                       Content-Type: application/json;charset=UTF-8 
                       { 
                          "sub": "248289761001", 
                          "name": "Jane Doe", 
                          "given_name": "Jane", 
                          "family_name": "Doe", 
                          "preferred_username": "j.doe", 
                          "email": "janedoe@example.com" 
                       } 
             

OIDC クレームのリストについては、「スタンダードクレーム」を参照してください。

否定応答の例
リクエストが無効です

HTTP/1.1 400 Bad Request 
                WWW-Authenticate: error="invalid_request", 
                  error_description="Bad OAuth2 request at UserInfo Endpoint" 
             

invalid_request

リクエストに必須パラメータが含まれていないか、サポートされていないパラメータ値が含まれてい
る、または正しい形式ではありません。

トークンが無効です

HTTP/1.1 401 Unauthorized 
                WWW-Authenticate: error="invalid_token", 
                  error_description="Access token is expired, disabled, or deleted, or the 
 user has globally signed out." 
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invalid_token

アクセストークンの有効期限が切れているか、失効している、正しい形式ではない、または無効で
す。

ログインエンドポイント
/login エンドポイントはユーザーをサインインさせます。ログインページにロードされ、ユーザーにク
ライアントに設定されている認証オプションを提示します。

GET/ログイン
/login エンドポイントは HTTPS GET のみをサポートします。ユーザープールクライアントは、このリ
クエストをシステムブラウザ経由で行います。JavaScript のシステムブラウザには、Chrome や Firefox な
どがあります。Android ブラウザには、Custom Chrome Tab、iOS ブラウザには、Safari View Control が
あります。

パラメータのリクエスト

client_id

アプリのアプリクライアント ID。アプリケーションクライアント ID を取得するには、ユーザープー
ルにアプリケーションを登録します。詳細については、「ユーザープールのアプリケーションクライ
アントの設定 (p. 277)」を参照してください。

必須。
redirect_uri

この URI にユーザーは認証に成功した後にリダイレクトされます。指定された response_type の
client_id に設定されている必要があります。

必須。
response_type

OAuth レスポンスタイプは、コード付与フローの code と、暗黙的フローの token となります。

必須。
state

アプリがリクエストに state パラメータを追加すると、Amazon Cognito は/oauth2/login エンドポ
イントはユーザーをリダイレクトする際に、その値をアプリに返します。

この値をリクエストに追加して CSRF 攻撃から保護します。

state パラメータの値を、URL でエンコードされた JSON 文字列に設定することはできません。こ
の形式に一致する文字列を state パラメータで渡すには、文字列を Base 64 にエンコードし、アプ
リ内でデコードします。

オプションですが、推奨しません。
scope

クライアントに関連付けられた任意のシステム予約されたスコープまたはカスタムスコープを組み合
わせることができます。スコープはスペースで区切る必要があります。システム予約されたスコープ
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は openid、email、phone、profile、および aws.cognito.signin.user.admin です。リク
エストしたスコープは、アプリクライアントに対してアクティブ化する必要があります。そうしない
と、Amazon Cognito はそれを無視します。

クライアントがスコープをリクエストしない場合、認可サーバーはクライアントに関連付けられてい
るすべてのスコープを使用します。

ID トークンは openid スコープがリクエストされた場合にのみ返されま
す。aws.cognito.signin.user.admin スコープがリクエストされた場合、アクセストークンを
使用できるのは Amazon Cognito ユーザープールのみです。phone、email、および profile ス
コープは、openid スコープがリクエストされた場合にのみリクエストできます。これらのスコープ
は ID トークン内でクレームを記述します。

オプション。
code_challenge_method

チャレンジを生成するために使用されるメソッドです。PKCE RFC では S256 および plain の 2 つの
メソッドが定義されていますが、Amazon Cognito 認証サーバーでは S256 のみがサポートされていま
す。

オプション。
code_challenge

code_verifier から生成されたチャレンジ。

code_challenge_method が指定された場合にのみ必須です。

リクエスト例: ユーザーにサインインを促す

この例では、ログイン画面が表示されます。

GET https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/login? 
                response_type=code& 
                client_id=ad398u21ijw3s9w3939& 
                redirect_uri=https://YOUR_APP/redirect_uri& 
                state=STATE& 
                scope=openid+profile+aws.cognito.signin.user.admin 
             

レスポンス例

認証サーバーは認証コードとステートを伴ってアプリにリダイレクトします。サーバーは、コードとス
テートをフラグメントではなく、クエリ文字列のパラメータで返す必要があります。

HTTP/1.1 302 Found 
                    Location: https://YOUR_APP/redirect_uri?
code=AUTHORIZATION_CODE&state=STATE 
                     

その他のリクエストの例と、ポジティブとネガティブレスポンスの例については、「認可エンドポイン
ト (p. 581)」を参照してください。

ログアウトエンドポイント
/logout エンドポイントはユーザーをサインアウトし、アプリクライアントの許可サインアウト URL ま
たは /login エンドポイントにリダイレクトする必要があります。
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GET /logout
/logout エンドポイントは HTTPS GET のみをサポートします。ユーザープールクライアントは通常、
このリクエストをシステムブラウザ経由で行います。ブラウザは通常、Android では Custom Chrome 
Tab、iOS では Safari View Control です。

パラメータのリクエスト

client_id

アプリのアプリクライアント ID。アプリクライアント ID を取得するには、ユーザープールにアプリ
を登録する必要があります。詳細については、「ユーザープールのアプリケーションクライアントの
設定 (p. 277)」を参照してください。

必須。
logout_uri

logout_uri パラメータを使用して、ユーザーをカスタムサインアウトページにリダイレクトします。
この値を、ユーザーがサインアウトした後にユーザーをリダイレクトするアプリクライアントの[sign-
out URL] (サインアウト URL) に設定します。logout_uri は、client_id パラメータでのみ使用してくだ
さい。詳細については、「ユーザープールのアプリケーションクライアントの設定 (p. 51)」を参照し
てください。

logout_uri パラメータを使用して、ユーザーを別のアプリクライアントのサインインページにリダ
イレクトすることもできます。他のアプリクライアントのサインインページを、アプリクライアン
トで許可されたコールバック URL として設定します。/logout エンドポイントへのリクエスト
で、logout_uri パラメータの値を URL エンコードされたサインインページに設定します。

Amazon Cognito では、/logout エンドポイントへのリクエストに logout_uri または redirect_uri パラ
メータのいずれかが必要です。logout_uri パラメータは、ユーザーを別のウェブサイトにリダイレクト
します。

redirect_uri

redirect_uri パラメータを使用して、ユーザーをサインインページにリダイレクトし、認証を行い
ます。その値を、サインインした後にユーザーをリダイレクトするアプリクライアントの[Allowed 
callback URL] (許可されたコールバック URL) に設定します。/login エンドポイントに渡す
client_id、scope、state、response_type のパラメータを追加します。

Amazon Cognito では、/logout エンドポイントへのリクエストに logout_uri または redirect_uri パ
ラメータのいずれかが必要です。ユーザーを /login エンドポイントにリダイレクトして再認証し、
トークンをアプリに渡す場合は、redirect_uri パラメータを追加します。

response_type

ユーザーがサインインした後に Amazon Cognito から受信する OAuth 2.0 レスポンス。code と
token は、response_type パラメータの有効な値です。

redirect_uri パラメータを使用する場合は必須です。
state

アプリがリクエストに state パラメータを追加すると、Amazon Cognito は/oauth2/logout エンド
ポイントはユーザーをリダイレクトする際に、その値をアプリに返します。

この値をリクエストに追加して CSRF 攻撃から保護します。

state パラメータの値を、URL でエンコードされた JSON 文字列に設定することはできません。こ
の形式に一致する文字列を state パラメータとして渡すには、文字列を Base64 にエンコードし、ア
プリ内でデコードします。

redirect_uri パラメータを使用する場合は強くお勧めします。
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scope

redirect_uri パラメータを使用してサインアウトした後に Amazon Cognito にリクエストする OAuth 
2.0 スコープ。Amazon Cognito は、/logout エンドポイントへのリクエストの scope パラメータを
使用してユーザーを /login エンドポイントにリダイレクトします。

redirect_uri パラメータを使用する場合は任意。scope パラメータを含めない場合、Amazon Cognito 
は scope パラメータを使用してユーザーを /login エンドポイントにリダイレクトします。Amazon 
Cognito がユーザーをリダイレクトし、scope に自動的にデータを入力する場合、パラメータには、
アプリクライアントに対して許可されているすべてのスコープが含まれます。

リクエスト例
例 1: ログアウトしてユーザーをクライアントにリダイレクトする

この例では、既存のセッションが消去され、ユーザーをクライアントにリダイレクトします。このような
logout_uri パラメータを使用したリクエストの例でも、client_id パラメータが必要です。

GET https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/logout? 
   client_id=ad398u21ijw3s9w3939& 
   logout_uri=https://myclient/logout

例 2: ログアウトして別のユーザーとしてサインインするよう指示する

この例では、既存のセッションが消去され、ログイン画面を表示します。この例では、認可エンドポイン
ト (p. 581) へのリクエストで使用するのと同じパラメータを使用します。

GET https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/logout? 
   response_type=code& 
   client_id=ad398u21ijw3s9w3939& 
   redirect_uri=https://YOUR_APP/redirect_uri& 
   state=STATE& 
   scope=openid+profile+aws.cognito.signin.user.admin

エンドポイントの取り消し
/oauth2/revoke エンドポイントは、指定した更新トークンを使用して Amazon Cognito が最初に発行
したユーザーのアクセストークンと、同じ更新トークンからの以降のすべてのアクセストークンを取り消
します。エンドポイントがトークンを取り消した後、取り消されたトークンを使用して Amazon Cognito 
トークンが認証する API にアクセスすることはできません。

POST/oauth2/revoke
/oauth2/revoke エンドポイントは HTTPS POST のみをサポートします。ユーザープールクライアント
は、システムブラウザ経由ではなくこのエンドポイントに直接リクエストを送信します。

ヘッダーのリクエストパラメータ

認証

アプリクライアントにクライアントシークレットがある場合、アプリは、その client_id および
client_secret をベーシック HTTP 認可を介して認可ヘッダーに渡す必要があります。シークレッ
トはベーシック Base64Encode(client_id:client_secret) です。

Content-Type

常に 'application/x-www-form-urlencoded' にする必要があります。
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本文のリクエストパラメータ

token

クライアントが取り消したい更新トークンです。このリクエストは、Amazon Cognito がこの更新
トークンで発行したすべてのアクセストークンも無効にします。

必須。

client_id

取り消したいトークンのアプリケーションクライアント ID。

クライアントがパブリックでありシークレットがない場合は必須です。

取り消しリクエストの例

例 1: クライアントシークレットのないアプリクライアントのトークンを取り消す

    POST /oauth2/revoke HTTP/1.1 
        Host: https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com 
        Accept: application/json 
        Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
        token=2YotnFZFEjr1zCsicMWpAA& 
        client_id=djc98u3jiedmi283eu928

例 2: クライアントシークレットを持つアプリクライアントのトークンを取り消す

    POST /oauth2/revoke HTTP/1.1 
        Host: https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com 
        Accept: application/json 
        Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
        Authorization: Basic czZCaGRSa3F0MzpnWDFmQmF0M2JW 
        token=2YotnFZFEjr1zCsicMWpAA

取り消しエラーレスポンス

正常なレスポンスには空のボディが含まれています。エラーレスポンスは、error フィールドを持つ 
JSON オブジェクトで、error_description フィールドがある場合もあります。

エンドポイントエラー

• リクエストにトークンが存在しない場合、またはアプリケーションクライアントに対して機能が無効化
されている場合に、HTTP 400 とエラー invalid_request が返されます。

• Amazon Cognito が取り消しリクエストで送信したトークンが更新トークンでない場合は、HTTP 400 と
エラー unsupported_token_type が発生します。

• クライアントの認証情報が有効でない場合、HTTP 401 とエラー invalid_client が発生します。
• トークンが取り消されている、またはクライアントが無効なトークンを送信した場合は、HTTP 200 OK 

が発生します。

Amazon Cognito ユーザープール API リファレンス
Amazon Cognito ユーザープールは、ウェブおよびモバイルアプリのユーザーによるサインアップとサイ
ンインを可能にします。認証されたユーザーのパスワードを変更し、未認証ユーザーがパスワードを忘れ
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た場合のフローを開始することができます。詳細については、「ユーザープール認証フロー (p. 32)」およ
び「ユーザープールでのトークンの使用 (p. 214)」を参照してください。

Amazon Cognito ユーザープール API には、ユーザープールとユーザーを表示および変更し、ユーザーの
認証と承認を実行するオペレーションが含まれています。Amazon Cognito ユーザープール API に統合さ
れる API オペレーションのクラスの説明については、「Amazon Cognito ネイティブの API と OIDC API 
を使用する (p. 39)」を参照してください。

Amazon Cognito ユーザープール API オペレーションと構文の詳細なリストについては、「Amazon 
Cognito ユーザープール API リファレンス」を参照してください。Amazon Cognito ユーザープール API 
リファレンスの各ページは、さまざまな AWS SDK の構文と例を含む参考資料へのリンクです。

Amazon Cognito ID プール (フェデレーティッド 
ID) API リファレンス

Amazon Cognito ID プールの使用により、ウェブおよびモバイルアプリケーションのユーザーは、権限が
制限された一時的な AWS 認証情報を取得して AWS の他のサービスにアクセスすることができます。

完全な ID プール (フェデレーション ID) API リファレンスについては、「Amazon Cognito API リファレン
ス」を参照してください。

Amazon Cognito Sync API リファレンス
AWS のサービスである Amazon Cognito Sync は、アプリケーション関連のユーザーデータのデバイス間
での同期を可能にするクライアントライブラリです。

Amazon Cognito Sync API リファレンスの詳細については、Amazon Cognito Sync API リファレンスを参
照してください。
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Amazon Cognito のドキュメント履歴
次の表は、Amazon Cognito のドキュメントへの重要な追加項目を示しています。また、お客様からいた
だいたフィードバックを反映して、ドキュメントの小さな更新を頻繁に行っています。フィードバックを
送信するには、Amazon Cognito ドキュメントの任意のページで下部にあるフィードバックリンクを使用
してください。

変更 説明 日付

ユーザープールトークンのド
キュメントが全般的に改善され
ました。

トークンの例を更新し、トーク
ンの検証に関する新しい情報を
追加しました。「ユーザープー
ルでのトークンの使用 (p. 214)」
を参照してください。

2023 年 2 月 16 日

Amazon Cognito ID プールのデー
タイベントを AWS CloudTrail で
ログに記録できるようになりま
した。

CloudTrail は、データイベント
をログに記録するトレイル内の
大量の API オペレーションの 
Amazon Cognito ID プールの選
択をサポートします。「Amazon 
Cognito フェデレーティッド 
ID (p. 541)」を参照してくださ
い。

2023 年 2 月 15 日

Amazon Cognito ID プールは、
認証されていないセッションに 
AWS マネージドポリシーを適用
します。

拡張フローを使用して認証する 
ID プールユーザーには、セッ
ションに追加の AWS マネージ
ドポリシーが適用されるよう
になりました。「アクセスポリ
シー (p. 326)」を参照してくださ
い。

2023 年 1 月 31 日

Lambda トリガーの例と説明が更
新されました。

Lambda トリガーの例は 
JavaScript バージョン 3 に更新
されました。Lambda トリガーを 
API アクションに直接相関させ
ることができるようになりまし
た。「Lambda トリガーを使用し
たユーザープールワークフロー
のカスタマイズ (p. 111)」を参照
してください。

2023 年 1 月 31 日

コードの例を追加しました。 このガイドには、さまざまな
プログラミング言語の Amazon 
Cognito アプリのサンプルコード
が含まれるようになりました。
「Code examples for Amazon 
Cognito using AWS SDKs」
(AWS SDK を使用した Amazon 
Cognito のコード例) を参照して
ください。

2023 年 1 月 23 日

Amazon Cognito ユーザープール
を使用した API モデルと認証に
関する情報を追加しました。

Amazon Cognito ユーザープー
ルには、リクエスト承認用の複
数の API インターフェイスと

2022 年 12 月 15 日
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Amazon Cognito デベロッパーガイド

変更 説明 日付
形式があります。詳細について
は、「Amazon Cognito ネイティ
ブの API と OIDC API を使用す
る (p. 39)」を参照してくださ
い。

Amazon Cognito が欧州 (ミラノ) 
AWS リージョン で利用可能にな
りました。

欧州 (ミラノ) リージョンで 
Amazon Cognito ユーザープー
ルを作成できるようになりまし
た。

2022 年 12 月 6 日

ユーザープール削除保護に関す
る情報を追加しました。

AWS Management Console を使
用して新しいユーザープールを
作成すると、デフォルトで削除
から保護されるようになりまし
た。

2022 年 10 月 20 日

ホストされた UI のユーザーガイ
ドと、ホストされた UI の TOTP 
MFA に関する情報を追加しまし
た。

ユーザーは、Amazon Cognito が
ホストする UI で TOTP MFA デ
バイスを登録できるようになり
ました。ホストされた UI でのサ
インアップとサインイン (p. 65)
でデフォルトのホストされた UI 
をプレビューできるようになり
ました。

2022 年 9 月 8 日

AWS WAF と Amazon Cognito 
に関する情報を追加しました。

これで AWS WAF ウェブ ACL を 
Amazon Cognito ユーザープール
に関連付けることができます。
「AWS WAF ウェブ ACL をユー
ザープールに関連付ける」を参
照してください。

2022 年 8 月 3 日

AWS CloudTrail イベントの例を
さらに追加する。

Amazon Cognito は、フェデレー
ションとホストされた UI リクエ
ストを証跡に記録するようにな
りました

2022 年 6 月 15 日

フェデレーションのドキュメン
トを更新しました。新しい IP ア
ドレス伝播機能。

ユーザープールのソーシャル IdP 
を設定するためのチュートリア
ルを更新しました。フェデレー
ションユーザープロファイルと
属性マッピングに関する情報を
追加しました。 API リクエス
トへのユーザーデバイスおよび
セッションデータの追加 (p. 245)
に関する新しい情報を追加しま
した。

2022 年 5 月 31 日
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変更 説明 日付

ホストされた UI を操作せずに
フェデレーティッドユーザーに
サインインする

Amazon Cognito がユーザーを
フェデレーティッドサインイ
ンに操作なしに誘導するよう
に、エンタープライズダッシュ
ボードで Amazon Cognito アプ
リケーションをブックマークす
る (p. 99) する方法に関する新し
いページを追加しました。

2022 年 3 月 29 日

Amazon Cognito ユーザープー
ル用の リージョン内 SMS と E 
メールメッセージ

ユーザープールと同じ AWS リー
ジョン で、SMS メッセージ
に Amazon Simple Notification 
Service を使用し、E メールメッ
セージに Amazon Simple Email 
Service を使用できるようになり
ました。

2022 年 3 月 14 日

クォータページの更新 Amazon Cognito のクォー
タ (p. 566) にリソースとリクエ
ストレートのクォータを追加し
て明確にしました。

2022 年 1 月 10 日

新しい Amazon Cognito ユーザー
プールのコンソールエクスペリ
エンス

更新された Amazon Cognito コ
ンソールでユーザープールを作
成および管理するための手順を
更新しました。

2021 年 11 月 18 日

RevokeToken API と取り消しエ
ンドポイント

RevokeToken オペレーションを
使用して、ユーザーの更新トー
クンを取り消す (p. 221)ことがで
きます。

2021 年 6 月 10 日

GitHub へのガイドマークダウン
の公開

すべての AWS ドキュメントと同
様に、このガイドでも、https:// 
github.com/awsdocs/amazon-
cognito-developer-guide でのレ
ビューとコメントに Markdown 
を利用できるようになりまし
た。

2021 年 3 月 23 日

マルチテナントのベストプラク
ティス

マルチテナントアプリケーショ
ンのベストプラクティスがド
キュメントに追加されました。

2021 年 3 月 4 日

アクセスコントロールの属性 Amazon Cognito ID プール
は、AWS リソースへのアクセス
権をユーザーに付与する方法と
して、アクセスコントロールの
属性 (AFAC) を提供します。認証
は、ID プロバイダーからのユー
ザーの属性 (ID プロバイダーは 
Amazon Cognito とのフェデレー
ションにこれらを使用します) に
基づいて実行することができま
す。

2021 年 1 月 15 日
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変更 説明 日付

カスタム SMS 送信者の Lambda 
トリガーとカスタム E メール送
信者の Lambda トリガー

カスタム SMS 送信者の Lambda 
トリガーとカスタム E メール
送信者の Lambda トリガーは、
サードパーティープロバイダー
が Lambda 関数コード内から
ユーザーに E メールと SMS 通知
を送信できるようにします。

2020 年 11 月

Amazon Cognito トークンの更新 アクセストークン、ID トーク
ン、および更新トークンに更新
された有効期限情報が追加され
ました。

2020 年 10 月 29 日

Amazon Cognito Service Quotas Service Quotas は、Amazon 
Cognito カテゴリクォータで使
用できます。Service Quotas コ
ンソールを使用して、クォー
タの使用状況の表示、クォータ
引き上げのリクエスト、および
クォータの使用状況を監視する 
CloudWatch アラームの作成を
実行することができます。この
変更の一環として、「Amazon 
Cognito ユーザープールに利用
できる CloudWatch メトリク
ス」セクションが新しい情報
を反映するために更新されま
した。新しいセクション名は
「CloudWatch と Service Quotas 
でのクォータと使用状況の追
跡」です。

2020 年 10 月 29 日

Amazon Cognito クォータのカテ
ゴリ分類

クォータカテゴリは、クォータ
の使用状況の監視と引き上げの
リクエストに役立てることがで
きます。クォータは、一般的な
ユースケースに基づいてカテゴ
リに分類されます。

2020 年 8 月 17 日

Amazon Cognito Pinpoint ドキュ
メントの更新

新しいサービスリンクロール
が追加されました。「Amazon 
Cognito ユーザープールでの 
Amazon Pinpoint 分析の使用」に
ある手順が更新されました。

2020 年 5 月 13 日

米国 AWS GovCLoud での 
Amazon Cognito のサポート

Amazon Cognito が AWS 
GovCloud (米国) リージョンで
サポートされるようになりまし
た。

2020 年 5 月 13 日
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変更 説明 日付

Amazon Cognito 専用のセキュリ
ティに関する新しい章

「セキュリティ」章は、組織が 
AWS のサービスに組み込まれ
たセキュリティと設定可能なセ
キュリティの両方に関する詳細
な情報を取得する上で役立ちま
す。新しい章では、クラウドと
クラウド内のセキュリティに関
する情報を提供します。

2020 年 4 月 30 日

Amazon Cognito アイデンティ
ティプールが「Apple でサインイ
ン」をサポート開始

「Apple でサインイン」
は、cn-north-1 リージョンを除
く、Amazon Cognito が運営され
ているその他すべてのリージョ
ンで利用できます。

2020 年 4 月 7 日

Facebook API の新しいバージョ
ン管理

Facebook API にバージョン選択
を追加しました。

2020 年 4 月 3 日

ユーザー名の大文字と小文字を
区別しない更新

ユーザープールを作成する前
に、ユーザー名の大文字と小文
字を区別しない (p. 20)設定を有
効にすることを推奨事項として
追加しました。

2020 年 2 月 11 日

AWS Amplify に関する新しい情
報

AWS Amplify の SDK とライ
ブラリを使用することによっ
て、ウェブまたはモバイル
アプリケーションに Amazon 
Cognito を統合 (p. 14)するこ
とに関する情報が追加されま
した。AWS Amplify より前の 
Amazon Cognito SDK の使用に
関する情報は削除されました。

2019 年 11 月 22 日

ユーザープールトリガーの新し
い属性

Amazon Cognito がほとんどの
ユーザープールトリガーの AWS 
Lambda 関数に渡すイベント情
報に clientMetadata パラ
メータが含まれるようになり
ました。このパラメータを使用
して、追加のデータでカスタム
認証ワークフローを強化できま
す。

2019 年 10 月 4 日

更新された制限 ListUsers API アクションの
スロットリング制限が更新さ
れました。詳細については、
「Amazon Cognito のクォー
タ (p. 566)」を参照してくださ
い。

2019 年 6 月 25 日
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変更 説明 日付

新しい制限 ユーザープールのソフト制限
に、ユーザー数の制限が含まれ
るようになりました。詳細につ
いては、「Amazon Cognito の
クォータ (p. 566)」を参照してく
ださい。

2019 年 6 月 17 日

Amazon Cognito ユーザープール
のための Amazon SES E メール
設定

Amazon Cognito が Amazon SES 
設定を使用してユーザーに E 
メールを送信するように、ユー
ザープールを設定できます。こ
の設定では、Amazon Cognito 
が、これ以外の方法では成し得
なかった大規模な配信ボリュー
ムで E メールを送信できるよう
になります。詳細については、
「Amazon Cognito ユーザープー
ルの E メール設定 (p. 204)」を参
照してください。

2019 年 4 月 8 日

タグ指定のサポート Amazon Cognito リソースのタグ
付け (p. 561)に関する情報を追加
しました。

2019 年 3 月 26 日

カスタムドメインの証明書を変
更する

Amazon Cognito でホストされ
る UI のホストにカスタムドメイ
ンを使用する場合は、必要に応
じてこのドメインの SSL 証明書
を変更できます。詳細について
は、「カスタムドメインの SSL 
証明書を変更する (p. 60)」を参
照してください。

2018 年 12 月 19 日

新しい制限 各ユーザーが所属できるグルー
プの最大数に新しい制限が追
加されました。詳細について
は、「Amazon Cognito のクォー
タ (p. 566)」を参照してくださ
い。

2018 年 12 月 14 日

更新された制限事項 ユーザープールのソフト制限が
更新されました。詳細について
は、「Amazon Cognito のクォー
タ (p. 566)」を参照してくださ
い。

2018 年 12 月 11 日

メールアドレスと電話番号を確
認するためのドキュメント更新

ユーザーがアプリにサインアッ
プするときに E メールまたは
電話による確認を要求するよ
うにユーザープールを構成する
方法に関する情報を追加しまし
た。詳細については、「サイン
アップ時に連絡先情報を検証す
る (p. 175)」を参照してくださ
い。

2018 年 11 月 20 日
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E メールをテストするためのド
キュメント更新

アプリのテスト中に Amazon 
Cognito からの E メールを開始
するためのガイダンスを追加し
ました。詳細については、「ア
プリケーションのテスト中に E 
メールを送信する (p. 181)」を参
照してください。

2018 年 11 月 13 日

Amazon Cognito のアドバンスド
セキュリティ

新しいセキュリティ機能を追加
しました。これにより、デベ
ロッパーは、アプリやユーザー
を悪意のあるボットから保護
し、ユーザーアカウントをセ
キュリティで保護して認証情報
の侵害を防ぎ、サインイン試行
の計算されたリスクに基づいて
サインインに必要なチャレンジ
を自動的に調整できます。

2018 年 14 月 6 日

Amazon Cognito でホストされる 
UI のカスタムドメイン

デベロッパーが Amazon Cognito 
ユーザープール内のホストされ
た UI に独自の完全なカスタムド
メインを使用することを可能に
します。

2018 年 6 月 4 日

Amazon Cognito ユーザープール 
の OIDC ID プロバイダー

Salesforce や Ping Identity など
の OpenID Connect (OIDC) ID 
プロバイダー経由でのユーザー
プールサインインを追加しまし
た。

2018 年 5 月 17 日

Amazon Cognito デベロッパーガ
イドの更新

トップレベルの「Amazon 
Cognito とは」と「Amazon 
Cognito の使用開始方法」を追加
しました。また、一般的なシナ
リオを追加し、ユーザープール 
TOC を再編成しました。新しい
「Amazon Cognito ユーザープー
ルの使用開始方法」セクション
を追加しました。

2018 年 4 月 6 日

Amazon Cognito Lambda 移行ト
リガー

Lambda の移行トリガー機能を対
象とするページが追加されまし
た。

2018 年 2 月 8 日
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Amazon Cognito アドバンスドセ
キュリティのベータ

デベロッパーがアプリやユー
ザーを悪意のあるボットから保
護し、インターネットの他の場
所で侵害された認証情報に対し
てユーザーアカウントをセキュ
リティで保護して、サインイン
の試行の兆候について計算され
たリスクに基づいて、サインイ
ンに必要なチャレンジを自動的
に調整できるようにする、新し
いセキュリティ機能が追加され
ました。

2017 年 11 月 28 日

Amazon Pinpoint の統合 Amazon Cognito ユーザープール
アプリの分析を提供し、Amazon 
Pinpoint キャンペーン向けのユー
ザーデータを強化するために 
Amazon Pinpoint を使用する機能
を追加しました。詳細について
は、「Amazon Cognito ユーザー
プールでの Amazon Pinpoint 分
析の使用 (p. 170)」を参照してく
ださい。

2017 年 9 月 26 日

Amazon Cognito ユーザープール
のフェデレーションと組み込み
のアプリ UI 機能

ユーザーが 
Facebook、Google、Login with 
Amazon、または SAML ID プ
ロバイダーを使用してユーザー
プールにサインインすることを
許可する機能を追加しました。
カスタマイズ可能な組み込みア
プリ UI およびカスタムクレーム
を使用した OAuth 2.0 のサポー
トを追加しました。

2017 年 8 月 10 日

HIPAA および PCI コンプライア
ンスに関連する機能の変更

ユーザーが電話番号または E 
メールアドレスユーザー名とし
て使用することを許可する機能
が追加されました。

2017 年 7 月 6 日

ユーザーグループとロールベー
スのアクセスコントロール機能

ユーザーグループを作成および
管理する管理機能が追加されま
した。管理者は、グループメン
バーシップと管理者が作成した
ルールに基づいて、IAM ロー
ルをユーザーに割り当てること
ができます。詳細については、
「ユーザープールにグループを
追加する (p. 186)」および「ロー
ルベースアクセスコントロー
ル (p. 336)」を参照してくださ
い。

2016 年 12 月 15 日
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ドキュメントの更新 「デベロッパーが認証した
アイデンティティ (ID プー
ル) (p. 372)」の iOS サンプル
コードを更新しました。

2016 年 11 月 18 日

ドキュメントの更新 ユーザーアカウントの認証の流
れに関する情報を追加しまし
た。詳細については、「ユー
ザーアカウントのサインアップ
と確認 (p. 173)」を参照してくだ
さい。

2016 年 11 月 9 日

ユーザーアカウント作成機能 Amazon Cognito コンソールと 
API を使用してユーザーアカウ
ントを作成するための管理機能
を追加しました。詳細について
は、「管理者としてのユーザー
アカウントの作成 (p. 182)」を参
照してください。

2016 年 10 月 6 日

ドキュメントの更新 ユーザープールで AWS Lambda 
使用する方法を示す例を更新
しました。詳細については、
「Lambda トリガーを使用した
ユーザープールワークフローの
カスタマイズ (p. 111)」を参照し
てください。

2016 年 9 月 27 日

ユーザーのインポート機能 Cognito ユーザープール一括イン
ポート機能を追加しました。こ
の機能を使用して、既存の ID プ
ロバイダーから Amazon Cognito 
ユーザープールにユーザーを移
行します。詳細については、
「CSV ファイルからユーザー
プールへのユーザーのインポー
ト (p. 193)」を参照してくださ
い。

2016 年 9 月 1 日

Cognito ユーザープールの一般提
供

Cognito ユーザープール機能を
追加しました。この機能を使用
して、ユーザーディレクトリを
作成、管理し、ユーザープール
を使用してモバイルアプリケー
ションまたはウェブアプリケー
ションにサインアップとサイン
インを追加します。詳細につい
ては、「Amazon Cognito user 
pools (p. 19)」を参照してくださ
い。

2016 年 7 月 28 日
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SAML サポート Security Assertion Markup 
Language 2.0 (SAML 2.0) を通
じたアイデンティティプロバ
イダーによる認証サポートを追
加しました。詳細については、
「SAML ID プロバイダー (ID 
プール) (p. 371)」を参照してく
ださい。

2016 年 6 月 23 日

CloudTrail の統合 AWS CloudTrail との統合が追加
されました。詳細については、
「AWS CloudTrail を使用した 
Amazon Cognito API コールのロ
ギング (p. 539)」を参照してくだ
さい。

2016 年 2 月 18 日

イベントの Lambda との統合 Amazon Cognito での重要な
イベントへの対応として AWS 
Lambda 関数を実行することを
可能にします。詳細について
は、「Amazon Cognito イベン
ト (p. 415)」を参照してくださ
い。

2015 年 4 月 9 日

Amazon Kinesis へのデータスト
リーム

データストリームにコントロー
ルや洞察を提供します。詳細に
ついては、「Amazon Cognito ス
トリーム (p. 413)」を参照してく
ださい。

2015 年 3 月 4 日

同期をプッシュします。 サイレントプッシュ同期のサ
ポートを有効にします。詳細に
ついては、「Amazon Cognito 
Sync (p. 387)」を参照してくださ
い。

2014 年 11 月 6 日

OpenID Connect のサポート OpenID 接続プロバイダーをサ
ポートします。詳細について
は、「ID プール (フェデレー
ティッドアイデンティティ) 外部 
ID プロバイダー (p. 348)」を参
照してください。

2014 年 10 月 23 日

デベロッパーが認証するアイデ
ンティティのサポートの追加

独自の認証およびアイデンティ
ティ管理システムを持つデベ
ロッパーが、Amazon Cognito 
の ID プロバイダーとして扱わ
れるようになります。詳細につ
いては、「デベロッパーが認証
したアイデンティティ (ID プー
ル) (p. 372)」を参照してくださ
い。

2014 年 9 月 29 日

Amazon Cognito の一般公開開始   2014 年 7 月 10 日
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