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Amazon SQSを使用する利点

Amazon Simple Queue Serviceとは?
Amazon Simple Queue Service（Amazon SQS)は、分散されたソフトウェアシステムとコンポーネントを
統合と分離ができる安全性、耐久性があり利用可能なホストキューを提供します。Amazon SQS は、デッ
ドレターキュー (p. 35)やコスト配分タグ (p. 32)など、一般的な構造を提供します。また、AWSSDK
でサポートされている任意のプログラミング言語を使用してアクセスできる汎用ウェブサービス APIを提
供しています。

トピック
• Amazon SQSを使用する利点 (p. 1)
• 基本的な Amazon SQS アーキテクチャ (p. 1)
• Amazon SQS、Amazon MQとAmazon SNSの違い (p. 4)
• Amazon SQSの料金 (p. 4)

Amazon SQSを使用する利点
• セキュリティ–Amazon SQS キューにメッセージを送信する人、およびメッセージを受信する人を制

御 (p. 126)します。Amazon SQS の使用、または Amazon SQS の使用 (SSE) の使用、または () でマ
ネージドされているカスタム SSE (p. 117) キーを使用してキューのメッセージの内容を保護して、機
密データを送信できます。AWS Key Management ServiceAWS KMS

• 耐久性–メッセージの安全性のため、Amazon SQS は複数のサーバーにメッセージを保存します。ス
タンダードキューはat-least-once メッセージ配信 (p. 9)をサポートし、FIFO キューは厳密に1回の
メッセージ処理 (p. 12)と高スループットモードをサポートします (p. 13)。

• 可用性–Amazon SQS は、冗長なインフラストラクチャ (p. 1)を使用して同時実行性が高いメッセー
ジへのアクセスと、メッセージの作成と消費のための高い可用性を提供します。

• スケーラビリティ– Amazon SQSはバッファされたリクエスト (p. 199)を独立して個別に処理できるた
め、プロビジョニング指示を必要とせずに負荷の増大や急増に対応できるよう透過的にスケーリングし
ます。

• 信頼性–Amazon SQSは処理中にメッセージをロックするため、複数のプロデューサーがメッセージを送
信し、複数のコンシューマーが同時にメッセージを受信できます。

• カスタマイズ-キューは完全に同じである必要はありません。たとえば、キューでデフォルトの遅延を設
定 (p. 42)できます。256 KB よりも大きいメッセージのコンテンツはAmazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) (p. 81) または Amazon DynamoDBを使用し、Amazon SQSが、Amazon S3 オブジェク
トへのポインタを保持して、保存できます。または、大きいメッセージを小さいメッセージに分割する
ことができます。

基本的な Amazon SQS アーキテクチャ
このセクションでは、分散メッセージングシステムの部分の概要および Amazon SQS メッセージのライフ
サイクルについて説明します。

分散キュー
分散メッセージングシステムには 3 つの主要部分 (分散システムのコンポーネント、キュー (Amazon SQS 
サーバーで分散)、およびキューのメッセージ) があります。

1
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メッセージのライフサイクル

次のシナリオでは、システムにはいくつかのものがあります。プロデューサー(キューにメッセージを送信
するコンポーネント) および消費者(キューからメッセージを受信するコンポーネント)。キュー (A から E 
までのメッセージを保持) は、複数の Amazon SQS サーバー全体にまたがって冗長的にメッセージを保存
します。

メッセージのライフサイクル
次のシナリオは、キューの Amazon SQS メッセージのライフサイクルを作成から削除まで示します。

2
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メッセージのライフサイクル

プロデューサー (コンポーネント 1) はメッセージ A をキューに送ります。このメッセージは Amazon 
SQS サーバー全体に冗長に配信されます。

 コンシューマー (コンポーネント 2) でメッセージを処理する準備が整うと、キューからメッセージを消
費し、メッセージ A が返されます。メッセージ A は処理されている間キューに残り、可視性タイムアウ
ト (p. 39)の間は次の受信リクエストに返されることはありません。

 可視性タイムアウトの期限が切れると、コンシューマー (コンポーネント 2) はキューからメッセージ A 
を削除してメッセージが再び受信されて処理されるのを回避します。

Note

Amazon SQS は最長メッセージ保持期間を超えてキューに残っているメッセージを自動的に削除
します。デフォルトのメッセージ保持期間は 4 日間です。ただし、SetQueueAttributes アク
ションを使うと、メッセージ保持期間の値を 60 秒から 1,209,600 秒 (14 日間) までの範囲で設定
できます。

3
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Amazon SQS、Amazon MQとAmazon SNSの違い

Amazon SQS、Amazon MQとAmazon SNSの違い
Amazon SQS と Amazon SNS は、高スケーラビリティ、使いやすく、メッセージブローカーをセット
アップする必要がないキューおよびトピックサービスです。

Amazon SQS の使用、分散されたソフトウェアシステムとコンポーネントを統合および分離できる、分散
されたソフトウェアシステムとコンポーネントを統合および分離できる、ホストされたキューを提供する
マネージドサービスです。

Amazon SNS の使用、配信者から受信者 (または生産者から消費者) へのメッセージ配信を提供するマ
ネージドメッセージングサービスです。発行者は、論理アクセスポイントおよび通信チャネルである
トピックにメッセージを送信することで、受信者と非同期的に通信します。クライアントは、Amazon
SQS、HTTP、E メール、モバイルプッシュ通知、モバイルテキストメッセージ (SMS) Amazon Kinesis 
Data Firehoseなどのサポートされたエンドポイントを使用して Amazon (p. 1) SNS トピックにサブス
クライブし発行されたメッセージを受信できます。

Amazon SQS の使用、Amazon SNS の使用 SQS、Amazon SNSの使用、Amazon SQS の使用。

Amazon MQは、多くの一般的なメッセージブローカーとの互換性を提供するマネージドメッセージブロー
カーサービスです。JMSなどのプロトコルとの互換性に依存する既存のメッセージブローカーからのアプ
リケーション移行にはAmazon MQ をお勧めします。 OpenWire

Amazon SQSの料金
Amazon SQSには前払いのコストはかかりません。毎月最初の100万件のリクエストは無料です。その
後、リクエストの数と内容、Amazon S3 とのやりとりと、AWS Key Management Serviceに基づき支払い
をします。

詳細については、「Amazon SQS料金表」を参照してください。
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ステップ 1:AWS アカウント と IAM ユーザーの作成

Amazon SQSのセットアップ
Amazon SQSを初めて使用する前に、以下のステップを完了する必要があります。

トピック
• ステップ 1:AWS アカウント と IAM ユーザーの作成 (p. 5)
• ステップ 2: プログラム的なアクセス権を付与する (p. 6)
• ステップ 3: コード例を使用する準備を整える (p. 7)
• 次のステップ (p. 7)

ステップ 1:AWS アカウント と IAM ユーザーの作
成

いずれの AWS サービスにアクセスする場合、まず AWS 製品を使用できる Amazon.com のアカウントで
ある AWS アカウント を作成する必要があります。AWS アカウントは、アクティビティおよび使用状況
レポートの表示や、認証およびアクセスの管理に使用できます。

Amazon SQS アクションに アカウントAWS アカウントルートユーザーを使用しないようにするには、 
Amazon SQS への管理アクセスが必要なユーザーごとにIAM ユーザーを作成することがベストプラクティ
スです。

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

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。
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ステップ 2: プログラム的なアクセス権を付与する

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。

ステップ 2: プログラム的なアクセス権を付与する
Amazon SQSアクション (Java または through theAWS Command Line Interfaceなどを使用) を使用するに
は、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーが必要です。

Note

アクセスキー ID とシークレットアクセスキーは、AWS Identity and Access Managementに固有
です。Amazon EC2 キーペアなど、他のAWSサービスの認証情報と混同しないようにしてくださ
い。

AWS Management Console の外部で AWS を操作するには、ユーザーはプログラムによるアクセスが必要
です。プログラムによるアクセスを許可する方法は、AWS にアクセスしているユーザーのタイプによって
異なります。

ユーザーにプログラムによるアクセス権を付与するには、以下のいずれかのオプションを選択します。

どのユーザーがプログラムによ
るアクセスを必要としますか?

To By

ワークフォース ID

(IAM Identity Center で管理され
ているユーザー)

一時的な認証情報を使用し
て、AWS CLI、AWS SDK、また
は AWS API へのプログラムによ
るリクエストに署名します。

使用するインターフェイス用の
手順に従ってください。

• AWS CLI については、「AWS 
Command Line Interface ユー
ザーガイド」の「AWS IAM 
Identity Center (successor to 

6

https://console.aws.amazon.com/
https://docs.aws.amazon.com/signin/latest/userguide/console-sign-in-tutorials.html#introduction-to-root-user-sign-in-tutorial
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa_enable_virtual.html#enable-virt-mfa-for-root
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa_enable_virtual.html#enable-virt-mfa-for-root
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/signin/latest/userguide/iam-id-center-sign-in-tutorial.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso.html


Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイド
ステップ 3: コード例を使用する準備を整える

どのユーザーがプログラムによ
るアクセスを必要としますか?

To By

AWS Single Sign-On) を使用す
るための AWS CLI の設定」を
参照してください。

• AWS SDK、ツール、および 
AWS API については、「AWS 
SDK とツールリファレンスガ
イド」の「IAM Identity Center 
認証」を参照してください。

IAM 一時的な認証情報を使用し
て、AWS CLI、AWS SDK、また
は AWS API へのプログラムによ
るリクエストに署名します。

「IAM ユーザーガイド」の
「AWS リソースでの一時的な認
証情報の使用」の指示に従って
ください。

IAM (非推奨)
長期的な認証情報を使用
して、AWS CLI、AWS 
SDK、AWS API へのプログラ
ムによるリクエストに署名しま
す。

使用するインターフェイス用の
手順に従ってください。

• AWS CLI については、「AWS 
Command Line Interface ユー
ザーガイド」の「IAM ユー
ザー認証情報を使用した認
証」を参照してください。

• AWS SDK とツールについて
は、「AWS SDK とツールリ
ファレンスガイド」の「長
期認証情報を使用して認証す
る」を参照してください。

• AWS API については、「IAM 
ユーザーガイド」の「IAM 
ユーザーのアクセスキーの管
理」を参照してください。

ステップ 3: コード例を使用する準備を整える
このガイドには、AWSSDK for Javaの例が含まれます。サンプルコードを実行するには、{AWSSDK for 
Java 2.0の使用開始｝セットアップ手順に従います。

Go、Python、Ruby などJavaScript、AWS他のプログラミング言語のアプリケーションを開発できます。
詳細については、{アプリケーションを開発および管理するためのツールAWS}を参照してください。

Note

AWS Command Line Interface(AWS CLI) や Windows などのツールを使用すると、コードを記
述せずに Amazon SQS を試できます PowerShell。AWS CLIコマンドリファレンスのAmazon 
SQS セクションAWS CLIに例が表示されています。Windows PowerShell の例については、AWS 
Tools for PowerShellコマンドレットリファレンスの「Amazon Simple Queue Service」セクショ
ンにあります。

次のステップ
これで、「AWS Management Consoleを使用してAmazon SQS キューとメッセージを管理する」を開
始 (p. 19) する準備ができました。
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Amazon SQS S S S S S S S S
Amazon SQS は、標準キューと FIFO キューの 2 種類のキューをサポートしています。次の表の情報を使
用して、状況に適したキューを選択してください。Amazon SQS S S S S S S キューの詳細については、
「Amazon SQSスタンダードキュー (p. 9)およびS」を参照してくださいAmazon SQS FIFO(先入れ先
出し) キュー (p. 9)。

スタンダードキュー FIFOキュー

無制限スループット－スタンダー
ドキューは、API アクションごと 
(SendMessage、ReceiveMessage、または
DeleteMessage)、または 1 秒あたりほぼ無制限
の API コールをサポートします。

少なくとも1回の配信:メッセージは少なくとも 1 
回は確実に配信されますが、ときどき複数のメッ
セージのコピーが配信されることもあります。

ベストエフォート型の順序付け-ときどきメッセー
ジが送信されたときと異なる順序で配信されるこ
とがあります。

高スループット — バッチ処理 (p. 198)を
使用する場合、FIFOキューは APIメ
ソッド (SendMessageBatch、また
はDeleteMessageBatch) ごとに1秒あ
たり最大 3,000回のコールをサポートしま
す。ReceiveMessage毎秒3,000回のコール数
は300回の API コールを表し、それぞれに10
個のメッセージのバッチがあります。クォー
タの引き上げをリクエストするには、サポー
トリクエストを送信します。バッチ処理を行
わない場合、FIFO キューは、APIメソッド 
(SendMessage、ReceiveMessage、または
DeleteMessage) ごとに1秒あたり最大300の API 
コールをサポートします。

1 回だけの処理 - メッセージは 1 度配信されると、
ユーザーがそれを処理して削除するまでは使用可
能な状態が保たれます。このキューでは、重複は
導入されていません。

先入れ先出し配信-メッセージの送信または受信さ
れた順序は厳密に保たれます。

スループットを重視する場合、アプリケーション
間でデータを送信します。例:

• 負荷の高いバックグラウンドの作業からライブ
ユーザーリクエストを分離します: ユーザーはサ
イズ変更またはエンコード中にメディアをアッ
プロードできます。

• 複数のワーカーノードにタスクを割り当てます:
大量のクレジットカードの検証リクエストを処
理します。

• 今後の処理のためのバッチメッセージ:データ
ベースに追加する複数のエントリをスケジュー
ルします。

イベントの順序を重視する場合、アプリケーショ
ン間でデータを送信します。例:

• ユーザーが-入力したコマンドが正しい順序で実
行されていることを確認します。

• 価格の変更を正しい順序で送信して、正しい製
品価格を表示します。

• アカウントを登録する前に受講者がコースに登
録できないようにします。
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スタンダードキュー

Amazon SQSスタンダードキュー
Amazon SQSは、デフォルトのキュータイプとして「スタンダード」を提供します。スタンダードキュー
は、API アクション (SendMessage、ReceiveMessage、または DeleteMessage) ごとに 1 秒あたりほ
ぼ無制限の API コールをサポートします。 at-least-once 標準キューはメッセージ配信をサポートします。
ただし、ときとして (ほぼ無制限のスループットが可能な高分散アーキテクチャであるために) メッセージ
の複数のコピーが順不同で配信されることがあります。スタンダードキューは、全般的にメッセージが送
信順に配信されるベストエフォートタイプの順序を提供します。

Amazon SQSコンソールを使用してキューを作成および設定する方法については、「キューの作成 (コン
ソール) (p. 20)」を参照してください。Javaの例については、Amazon SQS Java SDK の例 (p. 76)を
参照してください。

アプリケーションが、順不同で複数回到達するメッセージを処理できる限りは、多くのシナリオで スタン
ダード メッセージキューを使用できます。

• 負荷の高いバックグラウンドの作業からライブユーザーリクエストを分離します-ユーザーはサイズ変更
またはエンコード中にメディアをアップロードできます。

• 複数のワーカーノードにタスクを割り当てます-大量のクレジットカードの検証リクエストを処理しま
す。

• 今後の処理のためにメッセージをバッチ処理します -データベースへの複数のエントリの追加をスケ
ジュールします。

スタンダードキューに関連するクォータについては、「キューに関連するクォータ (p. 64)」を参照して
ください。

スタンダードキューを使用した作業のベストプラクティスについては、「Amazon SQS 標準および FIFO
キューに関する推奨事項 (p. 69)」を参照してください。

メッセージの順序
スタンダードキューでは、できる限りメッセージの順序を保持しますが、複数のメッセージのコピーが順
不同で配信される場合があります。ご使用のシステムで順序の保持が必須の場合は、FIFO キュー (先入れ
先出し)  (p. 9) を使用するか、各メッセージに順序付け情報を追加して、受信時にメッセージを並べ直
せるようにすることをお勧めします。

At-least-once デリバリー
Amazon SQSでは、冗長性と高可用性を確保するため、メッセージのコピーが複数のサーバーに保存され
ます。まれではありますが、メッセージを受信または削除するときに、メッセージのコピーが保存されて
いるサーバーの1台が使用できない場合があります。

この場合、使用できないサーバーではメッセージのコピーが削除されず、メッセージの受信時に、その
メッセージコピーをもう一度受け取る場合があります。アプリケーションがべき等になるよう設計する必
要があります (同じメッセージを繰り返し処理した場合にも悪影響が発生しないように設計する必要があ
ります)。

Amazon SQS FIFO(先入れ先出し) キュー
FIFirst-In-First-Out) キューは標準キューの機能をすべて備えていますが (p. 9)、オペレーションやイベ
ントの順序が重要である場合、または重複不可の場合などにアプリケーション間のメッセージングを強化
をするために設計されています。
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FIFO配信ロジック

FIFOキューを使用する可能性のある状況の例を次に示します。

• 注文が重要な電子商取引注文管理システム
• イベントを順番に処理する必要があるサードパーティシステムとの統合
• ユーザーが入力した入力を入力された順序で処理する
• 通信とネットワーク — データや情報を同じ順序で送受信する
• コンピュータシステム — ユーザーが-入力したコマンドが正しい順序で実行されるようにするために確

認すること
• 教育機関 — アカウントに登録前に受講者がコースに登録するのを防ぐために
• オンラインチケットシステム — チケットは先着順で配布されます

Note

FIFOキューはまた1回だけの処理を提供しますが、1秒あたりのトランザクション (TPS) 数は制
限されます。Amazon SQS ハイスループットモードを FIFO キューで使用すると、トランザク
ション制限を増やすことができます。ハイスループットモードの使用方法の詳細については、を
参照してくださいFIFO キューの高スループット (p. 13)。スループットクォータの詳細につい
ては、{メッセージに関連するクォータ (p. 65)}を参照してください。

Amazon SQS FIFO キューは、Amazon SQSが利用可能なすべてのリージョンで利用可能です。

順序が複雑な FIFO キューの使用の詳細については、「Amazon SQS FIFO キューによる複雑な順序の課
題の解決」を参照してください。

Amazon SQS コンソールを使用してキューを作成および設定する方法については、{キューの作成 (コン
ソール) (p. 20)}を参照してください。Javaの例については、{Amazon SQS Java SDK の例 (p. 76)}を
参照してください。

FIFOキューを使用した作業のベストプラクティスについては、{Amazon SQS FIFOキューのその他の推奨
事項 (p. 72)}および{Amazon SQS 標準および FIFOキューに関する推奨事項 (p. 69)}を参照してくだ
さい。

トピック
• FIFO配信ロジック (p. 10)
• メッセージの順序 (p. 11)
• 1回だけの処理 (p. 12)
• スタンダード キューからFIFOキューへの移行 (p. 12)
• FIFO キューの高スループット (p. 13)
• 重要な用語 (p. 17)
• 互換性 (p. 18)

FIFO配信ロジック
次の概念は、 FIFOから送信されるメッセージと受信されるメッセージをよりよく理解するうえで役立ちま
す。

メッセージの送信

複数のメッセージが連続してFIFOキューに送信され、それぞれに個別のメッセージ重複除外IDが付い
ている場合、 Amazon SQSはメッセージを保存し送信を認識します。その後、各メッセージを、送信
された正確な順序で受信し処理できます。

FIFOキューでは、メッセージはメッセージグループ IDに基づいて順序付けられます。複数のホスト 
(または同一ホストの異なるスレッド) から同じメッセージグループ IDのメッセージがFIFOキューに送
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メッセージの順序

信された場合、Amazon SQSはメッセージを受信順に保存して処理を待ちます。Amazon SQSでメッ
セージが送信および受信された順序が確実に保持されるように、各プロデューサーはすべてのメッ
セージ送信で固有のメッセージグループIDを使用するようにしてください。

FIFOキューロジックはメッセージグループIDごとにのみ適用されます。各メッセージグループ ID 
は、 Amazon SQSキュー内の異なる順序付けされたメッセージグループを表します。メッセージグ
ループIDごとに、すべてのメッセージが厳密な順序で送受信されます。ただし、異なるメッセージグ
ループ ID値のメッセージは、送信および受信の順序が入れ替わる場合があります。メッセージグルー
プIDをメッセージに関連付ける必要があります。メッセージグループIDを指定しない場合、アクショ
ンは失敗します。順序付けされたメッセージの単一グループが必要な場合は、FIFOキューに送信され
るメッセージに同じメッセージグループ IDを指定します。

メッセージの受信

特定のメッセージグループIDのメッセージを受信するようにリクエストすることはできません。

FIFOキューから複数のメッセージグループIDを持つメッセージを受信した場合、Amazon SQSは最
初に同じメッセージグループ IDを持つメッセージをできる限り多く返信するように試みます。こうす
ることで、他のコンシューマーが別のメッセージグループ IDを持つメッセージを処理できます。メッ
セージグループ ID があるメッセージを受信した場合、そのメッセージを削除しない、または表示され
ない限り、同じメッセージグループ ID のメッセージはそれ以上返されません。

Note

MaxNumberOfMessages アクションのReceiveMessageリクエストパラメータを使用した
1回の呼び出しで最大10件のメッセージを受信できます。これらのメッセージには、FIFOの
順序が保持され、同じメッセージグループ IDを持つことができます。したがって、同じメッ
セージグループ IDで使用可能なメッセージが10件未満の場合、別のメッセージグループ IDか
らメッセージを受信することがあります。10件のメッセージのバッチは同じですが、FIFOの
順序は維持されます。

複数回の再試行

FIFOキューでは、プロデューサまたはコンシューマが複数の再試行を試みることができます:
• プロデューサが障害を検出したSendMessageアクションがある場合、同じメッセージ重複除外 ID

を使用して、必要な回数だけ送信を再試行できます。重複除外間隔の期限が切れる前にプロデュー
サが少なくとも1つの確認応答を受信すると仮定すると、複数回の再試行はメッセージの順序に影響
せず、重複も発生しません。

• コンシューマが障害を検出した場合ReceiveMessageアクションの場合、同じ受信リクエスト試
行 IDを使用して、必要な回数だけ再試行できます。可視性タイムアウトの期限が切れる前にコン
シューマが少なくとも1つの確認応答を受信すると仮定すると、複数回の再試行はメッセージの順序
に影響しません。

• メッセージグループ IDがあるメッセージを受信した場合、メッセージを削除するか、表示されない
限り、同じメッセージグループ IDのメッセージはそれ以上返信されません。

メッセージの順序
FIFOキューはスタンダードキュー (p. 9)を改良したものであり、これを補完するものです。この
キュータイプの最も重要な機能は、 FIFO (First-In-First-Out) FIFO 配信 (p. 10)および1回だけの処
理 (p. 12)です。

• メッセージが送信または受信される順序は厳密に保持されます。また、メッセージは1回のみ配信され、
コンシューマーが処理して削除するまで使用可能な状態で残り続けます。

• このキューでは、重複は導入されていません。

また、FIFOキューは、単一キュー内に複数の順序付けされたメッセージグループが存在できるメッセージ
グループをサポートします。FIFOキュー内のメッセージグループの数にクォータはありません。
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1回だけの処理
スタンダードキューとは異なり、FIFOキューではメッセージの重複を招きません。FIFOキューを使用する
と、重複をキューに送信することを防止するのに役立ちます。5分間の重複除外間隔内にSendMessageア
クションを再試行しても、Amazon SQS ではキューに重複を招きません。

重複排除を設定するには、次のいずれかを実行する必要があります。

• コンテンツベースの重複排除を有効にします。これは、Amazon SQSにSHA-256ハッシュを使用し
て、メッセージ本文を使用したメッセージ重複除外ID(ただしメッセージの属性ではない) を生成す
るように指示するものです。詳細については、「CreateQueue、GetQueueAttributes、 およ
びSetQueueAttributes内のアクションAmazon Simple Queue Service APIリファレンスのドキュメン
ト」を参照してください。

• メッセージに明示的にメッセージ重複排除 IDを指定 (またはシーケンス番号を参照) します。詳細につ
いては、「SendMessage、SendMessageBatch、 およびReceiveMessage内のアクションAmazon 
Simple Queue Service APIリファレンスのドキュメント」を参照してください。

スタンダード キューからFIFOキューへの移行
スタンダード キューを使用している既存のアプリケーションがあり、FIFO キューの特徴である順序付け
や 1 回のみ処理を活用する場合、キューとアプリケーションを正しく設定する必要があります。

Note

既存のスタンダードキューをFIFOキューに変換することはできません。この移行を行うには、
アプリケーション用に新しい FIFO キューを作成するか、既存のスタンダードキューを削除して 
FIFO キューとして再作成する必要があります。

アプリケーションがFIFOキューを使用して正しく動作することを確認するために次のチェックリストを使
用すること。

• バッチ処理 (p. 198)を使用する場合、FIFOキューは APIメソッド (SendMessageBatch、
またはDeleteMessageBatch) ごとに1秒あたり最大 3,000回のコールをサポートしま
す。ReceiveMessage毎秒3,000回のコール数は300回の API コールを表し、それぞれに10
個のメッセージのバッチがあります。クォータの引き上げをリクエストするには、サポー
トリクエストを送信します。バッチ処理を行わない場合、FIFO キューは、APIメソッド 
(SendMessage、ReceiveMessage、または DeleteMessage) ごとに1秒あたり最大300の API コール
をサポートします。

• FIFOキューでは、メッセージ単位の遅延をサポートしていません。キュー単位の遅延のみをサポー
トします。アプリケーションで、各メッセージのDelaySecondsパラメータが同じ値に設定され
ている場合、アプリケーションを変更してメッセージ単位の遅延を削除し、代わりにキュー全体
にDelaySecondsを設定する必要があります。

• FIFOキューに送信される各メッセージには、メッセージグループ IDが必要です。複数の順序付けされ
たメッセージグループが必要ない場合は、すべてのメッセージに同じメッセージグループ IDを指定しま
す。

• FIFOキューにメッセージを送信する前に、以下を確認してください。
• アプリケーションが同一のメッセージ本文を使用してメッセージを送信する場合は、アプリケーショ

ンを変更して、送信される各メッセージに対して一意のメッセージ重複排除 IDを提供できます。
• アプリケーションが一意のメッセージ本文を使用してメッセージを送信する場合は、コンテンツベー

スの重複排除を有効にできます。
• コンシューマーのコードを変更する必要はありません。ただし、メッセージの処理に長時間かかり、可

視性タイムアウトが高い値に設定されている場合は、各ReceiveMessage アクションに受信リクエス
ト試行 ID を追加することを検討してください。これは、ネットワーク障害の場合に受信試行を再試行
し、受信試行の失敗によりキューが停止するのを防止します。
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詳細については、 Amazon Simple Queue Service APIリファレンスを参照してください。

FIFO キューの高スループット
FIFO キューの高スループット??? (p. 9)により、1秒につきAPI に対してより多数のリクエスト数
をサポートします。FIFO キューの高スループットでリクエスト数を増やすには、使用するメッセー
ジグループの数を増やします。各メッセージグループでは、1秒あたり300件のリクエストをサポート
します。FIFO クォータの高スループットがキュー単位のクォータについては、メッセージに関連す
るクォータ (p. 65)およびSQS FIFOキューの高スループットを実現するパーティションとデータ分
散 (p. 13)を参照してください。

トピック
• SQS FIFOキューの高スループットを実現するパーティションとデータ分散 (p. 13)
• FIFOキューの高スループットを有効にする (p. 17)

SQS FIFOキューの高スループットを実現するパーティションと
データ分散
Amazon SQSは、FIFOキューデータをパーティションに保存します。パーティションは、キューのスト
レージの割り当てでAWS リージョン内の複数のアベイラビリティーゾーンに渡り自動的にレプリケートし
ます。パーティションは管理しません。代わりに Amazon SQSがパーティション管理を処理します。

FIFOキューの場合、Amazon SQSは次の状況でキューのパーティションの数を変更します。

• 現在のリクエストレートが既存のパーティションがサポートできる値に近づいたり超えたりすると、
キューがリージョナルクォータに達するまで追加のパーティションが割り当てられます。クオータの詳
細については、{メッセージに関連するクォータ (p. 65)}を参照してください。

• 現在のパーティションの使用率が低い場合は、パーティションの数が減ることがあります。

パーティション管理は自動的にバックグラウンドで自動的に発生し、アプリケーションに対して透過的で
す。キューとメッセージは常に利用可能です。

メッセージグループ ID によるデータの配布

FIFOキューにメッセージを追加するには、Amazon SQSは各メッセージのメッセージグループ ID の値を
内部ハッシュ関数への入力として使用します。ハッシュ関数からの出力値によって、どのパーティション
にメッセージが保存されるが決まります。

次の図は、複数のパーティションにまたがるキューを示しています。キューのメッセージグループ IDは、
アイテム番号に基づきます。Amazon SQSは、ハッシュ関数を使用して、新しい項目の保存場所を決定
します。この場合は、文字列のハッシュ値に基づいていますitem0。アイテムは、キューに追加される順
序と同じ順序で格納されることに注意してください。各アイテムの場所は、メッセージグループIDのハッ
シュ値によって決まります。
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FIFO キューの高スループット

Note

Amazon SQSは、パーティション数に関係なく、 FIFOキューのパーティション全体に渡ってアイ
テムを均一に分散している状態に対して最適化されています。AWSでは、多数の個別の値を持つ
ことができるメッセージグループ IDの使用をお勧めします。

パーティション使用率の最適化

各パーティションは、バッチ処理により1秒あたり最大3,000件のメッセージ、または送信、受信、削除操
作では1秒あたり最大300 件のメッセージをサポートします。

バッチAPI を使用する場合、各メッセージはメッセージグループ ID によるデータの配布  (p. 13)で説
明されているプロセスに基づいてルーティングされます。同じパーティションにルーティングされたメッ
セージは、単一のトランザクションでグループ化され、処理されます。

SendMessageBatchAPI のパーティションの使用率を最適化するには、可能な場合は、同じメッセージグ
ループAWS IDを持つメッセージをバッチ処理することを推奨します。

DeleteMessageBatchとChangeMessageVisibilityBatch API のパーティション使用率を最適化
するには、MaxNumberOfMessagesパラメータを 10ReceiveMessage に設定したリクエストを使用
し、1AWSReceiveMessage 回のリクエストで返されたレシートハンドルをバッチ処理することをお勧め
します。

次の例では、さまざまなメッセージグループ IDを持つメッセージのバッチが送信されます。バッチは3つ
のグループに分割され、それぞれがパーティションのクォータに対してカウントされます。
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重要な用語

Note

Amazon SQSでは、同じメッセージグループ IDの内部ハッシュ関数を持つメッセージがバッチ
リクエスト内でグループ化されている場合にのみ保証されます。内部ハッシュ関数の出力とパー
ティションの数に応じて、異なるメッセージグループ IDを持つメッセージがグループ化されるこ
とがあります。ハッシュ関数またはパーティションの数はいつでも変更できるため、ある時点で
グループ化されたメッセージは後でグループ化されない場合があります。

FIFOキューの高スループットを有効にする
新規または既存の FIFO キューに対して高スループットを有効にできます。この機能には、FIFO キューを
作成および編集するときに、次の 3つの新しいオプションが追加されます。

• 高スループット FIFO を有効にする—現在の FIFOキューのメッセージに対し、より高いスループットを
有効にします。

• 重複除外スコープ-重複除外をキューレベルまたはメッセージグループレベルのどちらで実行するかを指
定します。

• FIFO スループット制限—FIFO キューのメッセージのスループットクォータをキューまたはメッセージ
グループレベルのどちらで設定するかを指定します。

FIFO キュー(コンソール)の高スループットを有効にするには

1. 作成 (p. 20)を起動またはFIFO キューを編集 (p. 22)。
2. キューのオプションを指定するときは、高スループット FIFO を有効にする。

FIFOキューの高スループットを有効にすると、関連するオプションは次のように設定されます。

• 重複除外スコープは、FIFOキューの高スループットを使用するために必要な設定のメッセージグ
ループ に設定されます。

• FIFO スループット制限は、FIFO キューの高スループットを使用するために必要な設定のメッセー
ジグループ ID単位 に設定されます。

FIFO キューの高スループットを使用するために必要な設定のいずれかを変更すると、通常のスルー
プットがキューに対して有効になり、指定どおりに重複除外が実行されます。

3. キューのすべてのオプションをの指定を継続 終了したら、キューの作成または保存を選択します。

FIFOキューを作成または編集した後、メッセージの送信 (p. 21)およびメッセージの受信と削
除 (p. 22)、全てをより高いTPSで行うことができます。高スループットクォータについては、「メッ
セージスループット in」を参照してくださいメッセージに関連するクォータ (p. 65)。

重要な用語
以下の重要な用語は、FIFOキューの機能をよりよく理解するうえで役立ちます。詳細については、
「Amazon Simple キューService APIリファレンス」を参照してください。

メッセージ重複排除ID

送信されたメッセージの重複除外に使用されるトークン。特定のメッセージ重複除外ID を持つメッ
セージが正常に送信されると、同じメッセージ重複除外ID で送信されたメッセージは正常に受け入れ
られますが、5分間の重複除外間隔では配信されません。

Note

メッセージの重複除外は、個別のメッセージグループではなく、キュー全体に適用されま
す。
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互換性

Amazon SQSは、メッセージを受信して削除した後も、メッセージの重複除外IDを追跡し続
けます。

メッセージグループ ID

タグ は、メッセージが特定のメッセージグループに属することを特定する必須トークンです。同じ
メッセージグループに属するメッセージは、常にメッセージグループに対して厳密な順序で1つずつ処
理されます（ただし、異なるメッセージグループに属するメッセージは、順不同に処理されます）。

受信リクエスト試行ID

トークンは重複除外のReceiveMessage 呼び出しに使用されます。
シーケンス番号

Amazon SQS が各メッセージに割り当てる、連続しないラージ番号。

互換性
クライアント

Amazon SQSバッファリング非同期クライアントは現在 FIFOキューをサポートしていません。
サービス

アプリケーションで AWS の複数のサービスの使用や、AWSと外部のサービスを組み合わせて使用す
る場合は、どのサービス機能がFIFOキューをサポートしないかを把握しておくことが重要です。

あるAWSまたは、Amazon SQSに通知を送信する外部サービスは、FIFOキューをターゲットとして設
定できるにもかかわらず、FIFOキューと互換性がない可能性があります。

次のAWSの機能のサービスは、現在 FIFOキューと互換性がありません。
• Amazon S3イベント通知
• Auto Scalingライフサイクルフック
• AWS IoTルールアクション
• AWS Lambdaデッドレターキュー

FIFOキューと他のサービスとの互換性については、サービスのドキュメントを参照してください。
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前提条件

Amazon SQSの開始方法
このセクションは、 Amazon SQSコンソール を使用してキューおよびメッセージを管理方法を示すことで 
Amazon SQSの理解をさらに深めるために役立ちます。

前提条件
開始する前に、「Amazon SQSのセットアップ (p. 5)」のステップを完了します。

Amazon SQS コンソールを理解する
コンソールを開く時、{キュー}ページを表示するためにナビゲーションペインから [キュー]を選びま
す。{キュー}ページには、アクティブなリージョンのすべてのキューに関する情報が表示されます。

各キューのエントリには、キューのタイプとキューに関するその他の情報が表示されます。そのタイプ列
は標準キューと先入れ先出し (FIFO) キューから一見しただけで区別するのに役立ちます。

その{キュー}ページから、キューに対してアクションを実行する方法は 2 つあります。キューの名の横に
あるオプションを選択し、そのキューについて実行したいアクションを選択できます。

また、キュー名を選択することもできます。これにより、キューの詳細ページが表示されます。この詳
細ページには、{キュー}ページとして同じアクションが含まれています。さらに、詳細の下ある次のタブ
のいずれかを選択すると、追加の構成詳細 とアクションを表示できます。
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キューを作成する

キューの作成 (コンソール)
Amazon SQSコンソールを使用して、スタンダードキュー (p. 9)およびFIFOキュー (p. 9)が作成できます。
コンソールには、キュー名以外のすべての設定にデフォルト値が表示されます。

Important

2022 年 8 月 17 日から、デフォルトですべての Amazon SQS キューにサーバー側の暗号化 
(SSE) が適用されます。
個人を特定できる情報 (PII) やその他の機密情報をキュー名に追加しないでください。 
CloudWatch キュー名で支払いやLogs を含む多数の Amazon Web Services にアクセスできま
す。キュー名はプライベートまたは機密データに使用することを意図していません。

Amazon SQS キュー (コンソール) を作成する場合

1. Amazon SQSコンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/sqs/。
2. [キューの作成] を選択します。
3. タイプを使用する場合、スタンダードキュータイプはデフォルトで設定されています。FIFO キューを

作成するには、FIFOを選択します。

Note

キューの作成後は、キューのタイプを変更することはできません。
4. キュー名を入力します。

FIFOキューの名前は.fifoのサフィックスで終わる必要があります。サフィックスは80文字のキュー
名クォータにカウントされます。キューがであるかどうかを確認するにはFIFO (p. 9)では、キュー名
の末尾がサフィックスで終わるかどうかでチェックすることがきます。

5. （オプション）コンソールはキュー設定パラメータ (p. 53)にデフォルト値を設定します。設定で
は、以下のパラメータに新しい値を設定することができます。

a. 可視性タイムアウトを使用する場合、期間と単位を入力します。指定できる範囲は0秒から12時
間です。デフォルト値は30秒です。

b. メッセージの保持期間を使用する場合、期間と単位を入力します。指定できる範囲は1分から14
日です。デフォルト値は4日です。

c. 配信の遅れを使用する場合、期間と単位を入力します。指定できる範囲は0から15分です。デ
フォルト値は0秒です。

d. 最大メッセージサイズを使用する場合、値を入力します。指定できる指定できる範囲は1KB から
256KB です。デフォルト値は、256KBです。

e. メッセージの受信待ち時間を使用する場合、値を入力します。指定できる範囲は0から20秒で
す。デフォルト値は0秒で、ショートポーリング (p. 33)を設定します。0以外の値を指定する
と、ロングポーリングが設定されます。

f. FIFO キューの場合は、コンテンツベースの重複除外を選択します。デフォルト設定は無効です｡
g. （オプション）FIFO キューの場合、キューのメッセージの送受信のより高スループットを有効に

するには、{高スループット FIFO を有効にします。】を選択します。

このオプションを選択すると、関連するオプション (重複除外のスコープおよびFIFO スループッ
トの制限) を使用して、FIFO キューの高スループットを有効にするために必要な設定に変更され
ます。高スループット FIFO の使用に必要な設定のいずれかを変更すると、キューに対して通常
のスループットが有効になり、指定されたとおりに重複除外が実行されます。詳細については、
「FIFO キューの高スループット (p. 13)」および「メッセージに関連するクォータ (p. 65)」を
参照してください。

6. (オプション)アクセスポリシーの定義 アクセスポリシー (p. 160)キューにアクセスできるアカウン
ト、ユーザー、ロールを定義します。アクセスポリシーでは、ユーザーがアクセスできるアクション
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も定義します（SendMessage、ReceiveMessage、 またはDeleteMessageなど) 。デフォルトポ
リシーでは、キューの所有者のみがメッセージの送受信を許可されます。

アクセスポリシーを定義するには、次のいずれかの操作を行います。

• キューにメッセージを送信できるユーザーと、キューからメッセージを受信できるユーザーを設定
するにはベーシックを選択します。コンソールは、選択に基づいてポリシーを作成し、結果のアク
セスポリシーを読み取り専用 JSON パネルに表示します。

• JSONアクセスポリシーを直接変更する場合は、アドバンストを選択します。これにより、各プリ
ンシパル (アカウント、ユーザー、またはロール) が実行できるアクションのカスタムセットを指定
できます。

7. 「リドライブ許可ポリシー」で「有効」を選択します。[すべて許可]、[キュー別]、または [すべて拒
否] のいずれかを選択します。キュー別選択する場合、Amazon リソースネーム (ARN) で、最大10個
のソースキューのリストを指定します。

8. Amazon SQS では、デフォルトでサーバー側の暗号化を有効にします。暗号化キータイプを選択
するか、Amazon SQS マネージドサーバー側暗号化を無効にするには、暗号化を展開します。暗
号化キータイプの詳細については、「」SQS暗号化キーを使用してキューのサーバー側の暗号化 
SSE) をキューのサーバー側の暗号化 SSE) の設定（コンソール） (p. 54) と「」を参照してくださ
いキューのサーバー側の暗号化(SSE)の設定（コンソール） (p. 55)。

Note

SSE を有効にすると、SendMessageReceiveMessage暗号化されたキューへの匿名リクエ
ストとリクエストは拒否されます。Amazon SQS のセキュリティベストプラクティスでは、
匿名リクエストを使用しないことを推奨しています。Amazon SQS キューに匿名リクエスト
を送信する場合は、必ず SSE を無効にしてください。

9. (オプション) 配信不能メッセージを受信するデッドレターキュー (p. 56)を設定するためには、デッ
ドレターキューを拡大します。

10. (オプション)キューのタグ (p. 60)を追加するには、タグを拡大します。
11. [キューの作成] を選択します。Amazon SQSはキューを作成し、キューの詳細ページが表示されま

す。

Amazon SQSは、新しいキューに関する情報をシステム全体に伝えます。Amazon SQS は分散システムで
あるため、コンソールがキューページにキューを表示するまでに多少の遅れが生じることがあります。

キューを作成したら、メッセージの送信 (p. 21)およびメッセージの受信と削除 (p. 22)ができます。
また、キュータイプ以外のキュー構成の設定も編集する (p. 22)ことができます。

メッセージの送信
キューを作成したら、そのキューにメッセージを送信できます。

1. 左のナビゲーションペインで {キュー} を選択します。キューのリストから作成したキューを選択しま
す。

2. アクションからメッセージの送信と受信を選択します。

コンソールにメッセージの送信と受信ページが表示されます。
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3. {メッセージ本文}に[メッセージテキスト] を（入力）します。
4. 先入れ先出し (FIFO) キューの場合、｛メッセージグループ ID｝を（入力）します。詳細について

は、「FIFO配信ロジック (p. 10)」を参照してください。
5. (オプション) FIFO キューの場合、メッセージ重複除外IDを入力できます。キューでコンテンツベース

の重複除外を有効にした場合、メッセージ重複除外IDは必要ありません。詳細については、「FIFO配
信ロジック (p. 10)」を参照してください。

6. (オプション) スタンダードキューの場合、次の値を入力できます。配信の遅延を選択し、単位を選択
します。たとえば、「60」と入力し、秒選択します。FIFO キューは、個々のメッセージのタイマー
をサポートしていません。詳細については、「Amazon SQS メッセージタイマー (p. 46)」を参照
してください。

7. メッセージの送信を選択します。

メッセージが送信されると、コンソールは成功メッセージを表示します。詳細を表示を選択して、送
信されたメッセージに関する情報を表示します。

キューの編集 (コンソール)
Amazon SQSコンソールを使用して、キュー設定パラメータ (キュータイプを除く) を編集し、キュー機能
を追加または削除できます。

Amazon SQSキューを編集するには(コンソール)

1. Amazon SQSコンソールの キュー ページを開きます。
2. キューを選択し、[編集] を選択します。
3. (オプション)設定で、キュー設定パラメータ (p. 53)を更新する。
4. (オプション)アクセスポリシー (p. 54) を更新するには、アクセスポリシーで、JSONポリシーを変

更します。
5. （オプション）デッドレターキューのリドライブ許可ポリシーを更新するには (p. 57)、「リドライ

ブ許可ポリシー」を展開します。
6. (オプション) 暗号化を更新または削除するには、[暗号化 (p. 55)] を展開します。
7. (オプション)デッドレターキュー (p. 56)（配信不能メッセージを受信できる）を追加、更新、また

は削除するには、デッドレターキュー拡大します。
8. (オプション)タグ (p. 60)キューを追加、更新、または削除するには、タグを拡大します。
9. [Save]を選択します。

コンソールはキューの詳細ページを表示します。

メッセージを受信し、削除する (コンソール)
キューにメッセージを送信した後、メッセージを受信および削除できます。キューからのメッセージをリ
クエストする場合、どのメッセージを取得するか特定することはできません。その代わりに、取得したい
メッセージの最大数を特定します (最大10)。
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Note

Amazon SQSは分散システムであるため、メッセージが非常に少ないキューでは、受信リクエ
ストに対する空の応答が表示されることがあります。この場合、リクエストを返信してメッセー
ジを取得します。アプリケーションのニーズに応じて、ショートポーリングとロングポーリン
グ (p. 33)はメッセージを受信します。

Amazon SQSでは、メッセージが正常に受信されなかった場合 (たとえばコンシューマーに障害があった
り接続が失われた場合) に備えて、メッセージの受信後、自動的にメッセージを削除することはありませ
ん。メッセージを削除するには、別のリクエストを送信する必要があります。このことで正常にメッセー
ジを受信して処理したためそのメッセージが不要になったことを通知します。メッセージを削除する前
に、メッセージを受信する必要があることに注意してください。

Note

Amazon SQS コンソールからメッセージを受信すると、コンソールはすぐにメッセージを表示状
態に戻し、メッセージを再び受信できるようにします。

メッセージを受信し、削除するには(コンソール)

1. Amazon SQSコンソールを開きますhttps://console.aws.amazon.com/sqs/。
2. ナビゲーションペインで [Queues(キュー)]を選択します。
3. キュー ページで、キュー を選択します。
4. メッセージの送信と受信を選択します。

コンソールはメッセージの送信と受信ページを表示します。
5. メッセージのポーリングを選択します。

Amazon SQSは、キューのメッセージのポーリングを開始します。メッセージの受信セクションの右
側にあるプログレスバーには、ポーリングの期間が表示されます。

メッセージセクションには、受信したメッセージの一覧表が表示されます。メッセージごとに、メッ
セージID、送信日、サイズ、および受信数の一覧表が表示されます。

6. メッセージを削除するには、削除したいメッセージを選択し、削除を選択します。
7. メッセージの削除ダイアログボックス内で、削除を選択します。

キューが空であることを確認する
ほとんどの場合、キューが空かどうかを判断するためにロングポーリング (p. 34)が使用できます。ま
れに、キューにまだメッセージが含まれている場合でも、空の返信が受信されることがあります。特に作
成したキューにメッセージの受信待ち時間を低い値を指定した場合にこのようなことがある場合がありま
す。このセクションでは、キューが空であることを確認する方法について説明します。

キューが空であることを確認するには(コンソール)

1. すべてのプロデューサーのメッセージの送信を停止する。
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2. Amazon SQSコンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/sqs/ 。
3. ナビゲーションペインで [Queues(キュー)]を選択します。
4. キュー ページで、キュー を選択します。
5. モニタリングタブを選択します。
6. モニタリングダッシュボードの右上にある、{更新}マークの横にある下向き矢印を選択します。ド

ロップダウンメニューから[自動更新]を選択します。更新間隔は1分のままにしてください。
7. 次のダッシュボードを確認してください:

• 遅延したメッセージの概数
• 表示されないメッセージの概数
• 表示されるメッセージの概数

数分間、全ての0値が表示されるとキューは空になります。

キューが空であることを確認するには (AWS CLI、AWSAPI)

1. すべてのプロデューサーにメッセージの送信を停止。
2. 以下のいずれかのコマンドを繰り返し実行します。

• AWS CLI: get-queue-attributes
• AWS API:GetQueueAttributes

3. 以下の属性のメトリックスを確認してください。

• ApproximateNumberOfMessagesDelayed
• ApproximateNumberOfMessagesNotVisible
• ApproximateNumberOfMessagesVisible

それら全てが0数分間表示されると、キューは空になります。

Amazon CloudWatch メトリックスを利用している場合は、キューが空であると考える前に、連続する複
数の0データポイントが表示されることを確認してください。 CloudWatch 指標の詳細については、を参照
してくださいAmazon SQS で利用可能な CloudWatch メトリクス (p. 183)。

キューの削除
Amazon SQSキューを使用しなくなり、近い将来使用が予測されない場合は、削除することをお勧めしま
す。

Tip

キューを削除する前にキューが空であることを確認する場合は、キューが空であることを確認す
る (p. 23)を参照してください

空でない場合でも、キューを削除できます。キュー内のメッセージを削除し、キュー自体を削除しない場
合は、キューを消去 (p. 25)することができます。

キューを削除するには(コンソール)

1. Amazon SQSコンソールを開きますhttps://console.aws.amazon.com/sqs/。
2. ナビゲーションペインで [Queues(キュー)]を選択します。
3. キューのページで{キューの削除}を選択します。
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4. [Delete] (削除) を選択します。
5. キューの削除ダイアログボックスでdeleteを入力して削除を確定します。
6. [Delete] (削除) を選択します。

キュー (AWS CLIAWS API) を削除する場合

キューを削除するには、以下のいずれかのコマンドを使用します。

• AWS CLI: aws sqs delete-queue
• AWS API:DeleteQueue

Amazon SQSキューからのメッセージの消去(コン
ソール)

Amazon SQSキューを削除せずに、キュー内のメッセージをすべて削除する必要がある場合は、キューを
消去することができます。メッセージ削除プロセスには最大60秒かかります。キューのサイズにかかわら
ず、60秒待機することをお勧めします。

Important

キューを消去すると、削除されたメッセージを取得できなくなります。

キューを消去するには(コンソール)

1. Amazon SQSコンソールを開きますhttps://console.aws.amazon.com/sqs/。
2. ナビゲーションペインで [Queues (キュー)]を選択します。
3. [キュー]ページで、消去するキューを選択します。
4. 「アクション」 から「消去」を選択します。
5. キューの消去ダイアログボックスで、次のように入力して消去を確認します。消去purgeを選択しま

す。

すべてのメッセージがキューから消去されます。コンソールに確認バナーが表示されます。

Amazon SQSの使用開始の汎用タスク
キューを作成し、メッセージの送信、受信、削除方法およびキューの削除方法を理解したら、次のような
設定を行うこともできます:

• Lambda 関数をトリガーする方法については、「AWS Lambda 関数（コンソール)をトリガーするため
のキューの設定 (p. 61)」を参照してください。

• SSEおよびその他の機能を含むキューの設定方法について知るためには、{高スループットを有効にして
ください (p. 47)。

• 属性付きのメッセージを送信する方法をご覧ください。 (p. 62)
• VPC からメッセージを送信する方法をご覧ください。 (p. 110)
• Amazon SQS の機能とアーキテクチャについて知るためには、{Amazon SQS S S S S S S S S (p. 8)と

を参照してください基本的な Amazon SQS アーキテクチャ (p. 1)。
• Amazon SQS を最大限に活用するためのガイドラインと注意事項については、｛Amazon SQS のベス

トプラクティス (p. 69)｝を参照してください。
• AWS SDK for Java 2.xデベロッパーガイドのようなのAWSSDKの1つのAmazon SQSの例をご覧くださ

い。
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• Amazon SQS の AWS CLI コマンドの詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスをご参照くださ
い。

• Amazon SQS アクションの詳細については、Amazon Simple Queue Service API リファレンスを参照し
てください。

• Amazon SQSプログラムでやり取りする方法をについて説明します: API を使用する (p. 192)をご覧く
ださい、またサンプルコードとライブラリおよびデベロッパーセンターをご確認ください。
• Java
• JavaScript
• PHP
• Python
• Ruby
• Windows & .NET

• 「Amazon SQS キューの自動化およびトラブルシューティング (p. 115)」セクションで、コストとリ
ソースの管理方法について参照してください。

• 「セキュリティ (p. 116)」セクションで、データとデータへのアクセスの保護について参照してくださ
い。

• Amazon SQS のワークフローとプロセスの詳細をご覧ください。キュータイプ (p. 8)、ベストプラク
ティス (p. 69)、クォータをご覧ください (p. 64)。Amazon SQS記事＆チュートリアルもあわせ
てご確認ください。ご不明点がありましたら、Amazon SQSよくある質問 を参照いただくか、Amazon 
SQSデベロッパーフォーラムをご利用ください。
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Amazon SQS の機能と機能
Amazon SQSには、以下の特徴と機能があります。

トピック
• Amazon SQSキューとメッセージの識別子 (p. 27)
• メッセージメタデータ (p. 29)
• Amazon SQSメッセージの処理に必要なリソース (p. 32)
• キューのページ分割の一覧表示 (p. 32)
• Amazon SQSコスト配分タグ (p. 32)
• Amazon SQS ショートポーリングとロングポーリング (p. 33)
• Amazon SQSデッドレターキュー (p. 35)
• Amazon SQS可視性タイムアウト (p. 39)
• Amazon SQS 遅延キュー (p. 42)
• Amazon SQS一時キュー (p. 42)
• Amazon SQS メッセージタイマー (p. 46)

Amazon SQSキューとメッセージの識別子
このセクションでは、スタンダードキューおよびFIFOキューの識別子について説明します。これらの識別
子は、特定のキューとメッセージを見つけて操作するうえで役立ちます。

トピック
• Amazon SQSスタンダード およびFIFOキューの識別子 (p. 27)
• Amazon SQS FIFOキューのその他の識別子 (p. 28)

Amazon SQSスタンダード およびFIFOキューの識別
子
次の識別子の詳細については、Amazon Simpleキューサービス APIリファレンス。を参照してください

キュー名およびURL
新しいキューを作成する際は、AWSアカウントおよびリージョンに一意なキュー名を指定する必要があり
ます。Amazon SQSは、作成した各キューをキュー URLこれには、キュー名と他のAmazon SQSコンポー
ネントが含まれます。キューでアクションを実行するときは必ず、そのキュー URLを指定します。

FIFOキューの名前は.fifoのサフィックスで終わる必要があります。サフィックスは80文字のキュー名
クォータにカウントされます。キューがであるかどうかを確認するにはFIFO (p. 9)では、キュー名の末尾
がサフィックスで終わるかどうかでチェックすることがきます。

次に示すのは、AWSアカウント番号MyQueueを持つユーザーにより所有される123456789012という名
前のキューのキュー URL です。
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https://sqs.us-east-2.amazonaws.com/123456789012/MyQueue

キューを一覧表示し、アカウント番号に続く文字列を解析することで、キューのURLをプログラムで取得
できます。詳細については、「ListQueues」を参照してください。

メッセージ ID
各メッセージは、システムにより割り当てられたメッセージ ID を受け取り、Amazon SQS
はSendMessage レスポンスにより返信します。この識別子は、メッセージを特定する場合に役立ちま
す。(ただし、メッセージを削除するにはメッセージの受信ハンドルが必要です。) メッセージ IDの最大長
は100文字です。

受信ハンドル
キューからメッセージを受信するたびに、そのメッセージの受信ハンドルを受け取ります。このハンド
ルは、メッセージ自体ではなくメッセージ受信のアクションと関連付けられます。メッセージを削除し
たり、メッセージ可視性を変更したりするには、受信ハンドル (メッセージ ID ではなく) を指定する必
要があります。つまり、メッセージを削除する前にメッセージを受信する必要があります (メッセージを
キューにおいてから回収することはできません)。受信ハンドルの最大長は1,024文字です。

Important

メッセージを複数回受信した場合、受信するたびに異なる受信ハンドルを受け取ります。メッ
セージの削除をリクエストするときは、最後に受け取った受信ハンドルを指定してください (そう
しないと、メッセージが削除されない可能性があります)。

受信ハンドルの例を次に示します (3行に分割されています)。

MbZj6wDWli+JvwwJaBV+3dcjk2YW2vA3+STFFljTM8tJJg6HRG6PYSasuWXPJB+Cw
Lj1FjgXUv1uSj1gUPAWV66FU/WeR4mq2OKpEGYWbnLmpRCJVAyeMjeU5ZBdtcQ+QE
auMZc8ZRv37sIW2iJKq3M9MFx1YvV11A2x/KSbkJ0=

Amazon SQS FIFOキューのその他の識別子
次の識別子の詳細については、1回だけの処理 (p. 12)とAmazon Simple キュー サービス APIリファレン
スを参照してください

メッセージ重複排除ID
送信されたメッセージの重複除外に使用されるトークン。特定のメッセージ重複除外ID を持つメッセージ
が正常に送信されると、同じメッセージ重複除外ID で送信されたメッセージは正常に受け入れられます
が、5分間の重複除外間には配信されません。

メッセージグループ ID
タグ は、メッセージが特定のメッセージグループに属することを特定する必須トークンです。同じメッ
セージグループに属するメッセージは、常にメッセージグループに対して厳密な順序で1通ずつ処理されま
す（ただし、異なるメッセージグループに属するメッセージは、順不同に処理されます）。

シーケンス番号
Amazon SQS が各メッセージに割り当てる、連続しないラージ番号。
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メッセージメタデータ
メッセージ属性を使用して、アプリケーションの Amazon SQS メッセージにカスタムメタデータをアタッ
チできます。メッセージシステム属性を使用して、AWS X-Ray などの他の AWS サービスのメタデータを
保存できます。

トピック
• Amazon SQS メッセージ属性 (p. 29)
• Amazon SQS メッセージシステム属性 (p. 31)

Amazon SQS メッセージ属性
Amazon SQS では、を使用してメッセージで構造化メタデータ (タイムスタンプ、地理空間データ、署
名、識別子など) を含めることができます。メッセージ属性。各メッセージには最大 10 個の属性を指定で
きます。メッセージ属性はオプションであり、メッセージ本文とは別個のものです (ただし、メッセージ
本文とともに送信されます)。コンシューマーはメッセージ属性を使用して、最初にメッセージ本文を処理
することなく、特定の方法でメッセージを処理できます。Amazon SQS コンソールを使用して属性ととも
にメッセージを送信する方法については、「」を参照してください。属性を含むメッセージの送信（コン
ソール） (p. 62)。

Note

メッセージ属性と混同しないでくださいメッセージシステム属性: メッセージ属性を使用してア
プリケーションの Amazon SQS メッセージにカスタムメタデータをアタッチできるのに対し
て、メッセージシステム属性 (p. 31)他のメタデータを格納するにはAWSなどのサービスAWS 
X-Ray。

トピック
• メッセージ属性コンポーネント (p. 29)
• メッセージ属性のデータ型 (p. 30)
• メッセージ属性の MD5 メッセージダイジェストの計算 (p. 30)

メッセージ属性コンポーネント
Important

メッセージ属性のすべてのコンポーネントは、256 KB というメッセージサイズの制限に含まれま
す。
Name、Type、Value、およびメッセージ本文を空または Null にすることはできません。

各メッセージ属性は、次のコンポーネントで構成されています。

• 名前— メッセージ属性名には次の文字を含めることができます。A-Z,a-z,0-9、下線 (_)、ハイフン (-)、
ピリオド (.). 以下の制限が適用されます。
• 最大 256 文字です
• AWS. または Amazon. (大文字小文字が異なるものを含む) で始めることはできません
• 大文字と小文字を区別します
• メッセージのすべての属性名で一意である必要があります
• 先頭と末尾をピリオドにすることはできません
• シーケンスにピリオドを含めることはできません

• タイプ— メッセージ属性のデータ型。サポートされるタイプには String、Number、Binary などが
あります。任意のデータ型のカスタム情報を追加することもできます。データ型には、メッセージ本文
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と同じ制限があります (詳細については、「」を参照してください。SendMessageのAmazon Simple 
Queue Service API 参照). また、以下の制限も適用されます。
• 最大 256 文字です
• 大文字と小文字を区別します

• 値— メッセージ属性値。String データ型の場合、属性値の値にはメッセージ本文と同じ制限がありま
す。

メッセージ属性のデータ型
メッセージ属性のデータ型により、対応するメッセージ属性値を処理する方法が Amazon SQS に指示され
ます。たとえば、タイプがNumberでは、Amazon SQS は数値を検証します。

Amazon SQS では、論理データ型がサポートされています。String,Number, およびBinaryオプション
の形式のカスタムデータ型ラベルを使用して.custom-data-type

• 文字列–String属性には、有効な XML 文字を使用して Unicode テキストを保存できます。
• 数値–Number属性には、正または負の数値が保存されます。数値は最大 38 桁の精度で、10^-128 から 

10^+126 までの間とします。

Note

Amazon SQS では、先頭および末尾のゼロは削除されます。
• バイナリ— バイナリ属性には、圧縮データ、暗号化データ、イメージなど、任意のバイナリデータが保

存されます。
• Custom— カスタムデータ型を作成するには、任意のデータ型に custom-type ラベルを追加します。例:

• Number.byte、Number.short、Number.int、および Number.float は、数値型の区別に役立ち
ます。

• Binary.gif および Binary.png は、ファイルタイプの区別に役立ちます。

Note

Amazon SQS では、付け加えられたデータを解釈、検証、または使用することはありません。
カスタム型ラベルには、メッセージ本文と同じ制限があります。

メッセージ属性の MD5 メッセージダイジェストの計算
AWS SDK for Java を使用している場合は、このセクションをスキップできま
す。-MessageMD5ChecksumHandlerSDK for Java のクラスでは、Amazon SQS メッセージ属性の MD5 
メッセージダイジェストがサポートされています。

クエリ API またはいずれかを使用する場合AWSAmazon SQS メッセージ属性の MD5 メッセージダイジェ
ストをサポートしないSDK では、次のガイドラインを使用して、MD5 メッセージダイジェストの計算を
実行する必要があります。

Note

MD5 メッセージダイジェストの計算には、常にカスタムデータ型サフィックスを含めてくださ
い。

概要

MD5 メッセージダイジェスト計算アルゴリズムの概要を以下に示します。

1. すべてのメッセージ属性を名前で昇順にソートします。
2. 各属性 (Name、Type、Value) の個々の部分をバッファにエンコードします。
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3. バッファ全体のメッセージダイジェストを計算します。

次の図は、1 つのメッセージ属性の MD5 メッセージダイジェストをエンコードする方法を示しています。

1 つの Amazon SQS メッセージ属性をエンコードするには

1. 名前をエンコードします: 名前の長さ (4 バイト) および UTF-8 バイト。
2. データ型をエンコードします: データ型の長さ (4 バイト) および UTF-8 バイト。
3. 値 (1 バイト) の転送型 (String または Binary) をエンコードします。

Note

論理データ型 String および Number では、String 転送型が使用されます。
論理データ型 Binary では、Binary 転送型が使用されます。

a. String 転送型の場合、1 をエンコードします。
b. Binary 転送型の場合、2 をエンコードします。

4. 属性値をエンコードします。

a. String 転送型の場合、属性値をエンコードします: 値の長さ (4 バイト) + UTF-8 バイト。
b. Binary 転送型の場合、属性値をエンコードします: 値の長さ (4 バイト) + raw バイト。

Amazon SQS メッセージシステム属性
あなたが使えるのに対してメッセージ属性 (p. 29)アプリケーションの Amazon SQS メッセージにカ
スタムメタデータをアタッチするには、メッセージシステム属性他のメタデータを格納するにはAWSな
どのサービスAWS X-Ray。詳細については、「」を参照してください。MessageSystemAttributeの 
request パラメーターSendMessageそしてSendMessageBatchAPI アクション、AWSTraceHeaderの属
性ReceiveMessageAPI アクション、およびMessageSystemAttributeValueでのデータ型Amazon 
Simple Queue Service API 参照。

メッセージシステム属性は、メッセージ属性とまったく同じ構造ですが、次の例外があります。

• 現在、サポートされているメッセージシステム属性は AWSTraceHeader のみです。そのデータ型は
String であり、その値は正しくフォーマットされた AWS X-Ray トレースヘッダー文字列である必要
があります。

• メッセージシステム属性のサイズは、メッセージの合計サイズに対してはカウントされません。
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Amazon SQSメッセージの処理に必要なリソース
キューに配置されたメッセージを処理するために必要なリソースが予測しやすいように、Amazon SQS
ではキュー内の遅延、可視、不可視メッセージの概数を判断できます。可視性の詳細については、
「Amazon SQS可視性タイムアウト (p. 39)」を参照してください。

Note

スタンダードキューの場合、Amazon SQSの分散アーキテクチャのため、結果は概算になりま
す。ほとんどの場合、カウントはキュー内の実際のメッセージ数に近い数値になります。
FIFOキューの場合、結果は正確です。

以下の表に、GetQueueAttributesアクションで使用する属性名の一覧を示します:

タスク 属性名

キューから取得可能なメッセージのおおよその数
を取得します。

ApproximateNumberOfMessagesVisible

キュー内の、遅延が発生したためにすぐに読み取
ることができないメッセージのおおよその数を取
得します。これは、キューが遅延キューとして設
定されている場合、またはメッセージが遅延パラ
メータとともに送信された場合に発生することが
あります。

ApproximateNumberOfMessagesDelayed

処理中のメッセージのおおよその数を取得しま
す。メッセージがクライアントに送信されたが、
まだ削除されていない場合、または表示期限に達
していない場合、メッセージは処理中とみなされ
ます。

ApproximateNumberOfMessagesNotVisible

キューのページ分割の一覧表示
-listQueuesそしてlistDeadLetterQueuesAPI メソッドは、オプションのページネーションコント
ロールをサポートします。デフォルトでは、これらの API メソッドはレスポンスメッセージで最大 1000 
個のキューを返します。次の設定を行うことができます。MaxResultsパラメータを指定すると、各レス
ポンスで返される結果が少なくなります。

listQueues または listDeadLetterQueues リクエストの MaxResults でパラメータを設定して、レ
スポンスで返される結果の最大数を指定します。設定しない場合MaxResultsの場合、このレスポンスに
最大で 1,000 件の結果が含まれており、NextTokenレスポンスにの値が null です。

あなたが設定した場合MaxResultsの場合、このレスポンスにの値が含まれている。NextTokenさらに
表示する結果がある場合は。結果の次のページを受け取るには、listQueues に対する次のリクエストで
NextToken をパラメータとして使用します。さらに表示する結果がない場合は、NextTokenレスポンス
にの値が null です。

Amazon SQSコスト配分タグ
コスト配分のために Amazon SQSを整理して識別するには、キューの目的、所有者、または環境を識別す
るメタデータタグを追加できます。これはキューの目的、所有者、または環境を識別するメタデータタグ

32

https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/APIReference/API_GetQueueAttributes.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/APIReference/API_ListQueues.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/APIReference/API_ListDeadLetterSourceQueues.html


Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイド
ショートポーリングとロングポーリング

を追加できます。これはキューが多数ある場合に特に便利です。Amazon SQSコンソールを使用してタグ
を設定するには、「the section called “キューにタグを設定する” (p. 60)」を参照してください。

コスト配分タグを使用してAWSの請求書を整理し、自分のコスト構造に反映できます。そのためには、タ
グキーおよび値を含むAWS アカウント 請求書の発行をするためにサインアップしてください。詳細につ
いては、AWS Billing ユーザーガイドの月別コスト配分レポートの設定を参照してください。

各タグは、ユーザー定義のキー-バリュー（1つのキーと1つの値）で構成されます。たとえば、次のような
タグをキューに付けると、本番稼働用とテスト用のキューを簡単に識別できます。

キュー キー 値

MyQueueA QueueType Production

MyQueueB QueueType Testing

Note

キュータグを使用する場合は、以下のガイドラインに注意してください。

• 1つのキューに50 個以上のタグを追加することはお勧めしません。タグ付け
は、、、、、、、、、、、、、、、、、、、。

• タグには意味論的な意味がありません。Amazon SQSはタグを文字列として解釈します。
• タグは、大文字と小文字が区別します。
• 既存のタグと同じキーを持つ新しいタグは、既存のタグを上書きします。
• タグ付けアクションは、AWS アカウント 1つにつき30TPSに制限されています。アプリケー

ションが高スループットが必要な場合、リクエストを送信します。。

タグの制限事項一覧については、「キューに関連するクォータ (p. 64)」を参照してください。

Amazon SQS ショートポーリングとロングポーリ
ング

Amazon SQS では、キューからメッセージを受信するためのショートポーリングとロングポーリングを提
供します。デフォルトでは、キューはショートポーリングを使用します。

とショートポーリングとすると、ReceiveMessageリクエストは、サーバーのサブセット (加重ランダム
分散に基づく) のみを照会し、レスポンスに含めることができるメッセージを検索します。Amazon SQS 
は、クエリでメッセージが見つからなかった場合でも、すぐにレスポンスを送信します。

とロングポーリングとすると、ReceiveMessagerequest は、すべてのサーバーにメッセージを問い合わ
せます。Amazon SQS は、最小 1 つからリクエストで指定された最大メッセージ数まで、使用可能なメッ
セージを収集した後、レスポンスを送信します。Amazon SQS は、ポーリングの待機時間が経過した場合
にのみ空の応答を送信します。

次のセクションでは、ショートポーリングとロングポーリングの詳細について説明します。

トピック
• ショートポーリングを使用したメッセージの処理 (p. 34)
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• ロングポーリングを使用したメッセージの消費 (p. 34)
• ロングポーリングとショートポーリングの違い (p. 35)

ショートポーリングを使用したメッセージの処理
ショートポーリングを使用してキューからのメッセージを処理する場合、Amazon SQS によりサーバーの
サブセットがサンプリングされ (重み付けされたランダム分散に基づいて)、それらのサーバーのメッセー
ジだけが返されます。したがって、ある ReceiveMessage リクエストによってすべてのメッセージが返
されないことがあります。ただし、キューにあるメッセージが 1000 未満の場合、後続のリクエストでは
メッセージが返されます。キューから処理し続けた場合、Amazon SQS によりすべてのサーバーがサンプ
リングされ、すべてのメッセージを受信します。

次の図は、システムコンポーネントの 1 つが受信リクエストを生成すると標準キューからメッセージが返
されるショートポーリングの動作を示しています。Amazon SQS は複数のサーバー (灰色) をサンプリング
し、それらのサーバーからメッセージ A、C、D、および B を返します。メッセージ E はこのリクエスト
に返されませんが、後続のリクエストには返されます。

ロングポーリングを使用したメッセージの消費
の待機時間が経過するとReceiveMessageAPI アクションが 0 より大きい場合ロングポーリングは実行
中です。長いポーリングの最大待機時間は 20 秒です。ロングポーリングは、空のレスポンスの数を削減
することで、Amazon SQS の使用コストを削減するのに役立ちます (ReceiveMessagerequest）と偽の
空の応答（メッセージが利用可能であるが応答に含まれていない場合）。Amazon SQS コンソールを使用
して新規キューまたは既存のキューのロングポーリングを有効にする方法については、を参照してくださ
い。キューパラメータの設定(コンソール) (p. 53)。ベストプラクティスについては、ロングポーリング
のセットアップ (p. 70) を参照してください。

ロングポーリングには次の利点があります。

• レスポンスの送信前にメッセージがキューで使用可能になるまでが待機できるように、空のレスポンス
数を削減します。接続がタイムアウトしない限り、ReceiveMessage リクエストに対するレスポンス
に、使用可能なメッセージが少なくとも 1 つ、最大で ReceiveMessage アクションに指定されたメッ
セージ数まで含まれます。まれに、キューにまだメッセージが含まれている場合でも、空の応答が受信
されることがあります。特に、ReceiveMessageWaitTimeSecondsパラメータ。

• Amazon SQS サーバーにサブセットではなく、すべてのクエリを実行して、偽の空のレスポンスを減ら
します。

• 利用可能になるとすぐにメッセージを返します。
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ロングポーリングとショートポーリングの違い

キューが空であることを確認する方法については、を参照してください。キューが空であることを確認す
る (p. 23)。

ロングポーリングとショートポーリングの違い
ショートポーリングは、WaitTimeSeconds リクエストの ReceiveMessage パラメータを次の 2 通りの
方法で 0 に設定すると行われます。

• ReceiveMessageコールは WaitTimeSeconds を 0 に設定します。
• ReceiveMessage コールでは WaitTimeSeconds を設定しませんが、キューの属性
ReceiveMessageWaitTimeSeconds は 0 に設定されます。

Amazon SQSデッドレターキュー
Amazon SQSは、デッドレターキュー(DLQ)をサポートしています。このキューは、正常に処理 (消費) で
きないメッセージの送信先として、他のキュー (ソースキュー) をターゲットにすることができます。デッ
ドレターキューは、未使用のメッセージを分離して、処理が成功しない理由を調べることができるため、
アプリケーションやメッセージングシステムのデバッグに役立ちます。Amazon SQSコンソールを使用し
たキューの作成およびデッドレターキューの設定についての詳細は、 「デッドレターキュー(コンソール)
を設定 (p. 56)」を参照してください。コンシューマアプリケーションをデバッグするか、コンシュー
マーアプリケーションがメッセージを使用できるようになったら、デッドレターキューのリドライブ機
能 (p. 57)をクリックして、Amazon SQSコンソールのボタンをクリックするだけで、メッセージをソー
スキューに戻すことができます。

Important

Amazon SQSはデッドレターキューを自動的に作成しません。デッドレターキューとして使用す
る前に、最初にキューを作成する必要があります。

トピック
• デッドレターキューのしくみ (p. 35)
• デッドレターキューを使用するメリット (p. 36)
• キューの種類によるメッセージエラーの処理 (p. 36)
• デッドレターキューが適している用途 (p. 37)
• デッドレターキューからメッセージを移動するには (p. 38)
• デッドレターキューのトラブルシューティング (p. 38)

デッドレターキューのしくみ
場合によっては、プロデューサーまたはコンシューマーアプリケーション内のエラー条件、予期しない状
態変化によるアプリケーションコードでの問題発生など、さまざまな問題のためにメッセージを処理でき
ないことがあります。たとえば、ユーザーが特定の製品 IDを持つウェブ注文を行ったが、製品 IDが削除さ
れた場合、ウェブストアのコードが失敗してエラーが表示され、注文リクエストを含むメッセージがデッ
トレターキューに送信されます。

また、プロデューサーとコンシューマーの間で通信に使用されるプロトコルの要素を解釈できず、メッ
セージの破損や消失につながることもあります。コンシューマーのハードウェアエラーによってメッセー
ジのペイロードが破損することもあります。

リドライブポリシーでは、ソースキュー、デッドレターキュー,を指定します。また、ソースキューのコ
ンシューマーが指定回数、メッセージの処理を失敗した場合にAmazon SQSによってソースキューから
デッドレターキューにメッセージが移動される条件も指定します。maxReceiveCountはデッドレター
キューに移動する前に、コンシューマがキューから削除せずにメッセージを受信しようとする回数で
す。maxReceiveCount1などの低い値を設定して、メッセージの受信に失敗した場合にはメッセージが

35

https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/APIReference/API_ReceiveMessage.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/APIReference/API_SetQueueAttributes.html


Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイド
デッドレターキューを使用するメリット

デッドレターキューに移動されます。このような障害には、ネットワークエラーやクライアントの依存関
係エラーが含まれます。システムがエラーに対して回復力を持つようにするには、maxReceiveCount十
分な再試行ができるように高めに設定してください。

リドライブ許可ポリシーはデッドレターキューにアクセスできるソースキューを指定します。このポリ
シーは、潜在的なデッドレターキューに適用されます。すべての送信元キューを許可するか、特定のソー
スキューを許可するか、すべての送信元キューを拒否するかを選択できます。デフォルトでは、すべての
ソースキューがデッドレターキューを使用することを許可しています。特定のキューを許可することを選
択した場合（byQueueオプション) の場合、ソースキューのAmazon リソースネーム (ARN)を使用して最
大10個のソースキューを指定できます。denyAllを指定した場合、キューをデッドレターキューとして使
用することはできません。

デッドレターキューを指定するには、コンソールまたはAWS SDK for Javaを使用します。これは、デッド
レターキューにメッセージを送信する各キューに対して行う必要があります。1つのデッドレターキュー
を、同じタイプの複数のキューの送信先とすることができます。詳しい情報については「デッドレター
キュー(コンソール)を設定 (p. 56)」と、CreateQueue または SetQueueAttributes アクションの
RedrivePolicy および RedriveAllowPolicy 属性をご参照ください。

Important

FIFOキューのデッドレターキューは、FIFOキューでもある必要があります。同様に、標準キュー
のデッドレターキューは、標準キューでもある必要があります。
デッドレターキューと、デッドレターキューにメッセージを送信する他のキューの作成には、同
じAWS アカウントを使用する必要があります。また、デッドレターキューは、そのデッドレター
キューを使用する他のキューと同じリージョンに存在する必要があります。たとえば、米国東部
（オハイオ）リージョンにキューを作成し、そのキューでデッドレターキューを使用する場合、2
番目のデッドレターキューも米国東部（オハイオ） リージョンに存在している必要があります。
メッセージの有効期限は、常に元のエンキューのタイムスタンプに基づきます。
デッドレターキューに移動すると、エンキューのタイムスタンプは変更されませ
ん。ApproximateAgeOfOldestMessageメトリックは、メッセージが最初に送信された日で
はなく、メッセージがデッドレターキューに移動した日を示します。たとえば、メッセージが
デッドレターキューに移動される前に、元のキューで1日費やすと仮定します。デッドレター
キューの保持期間が4日間である場合、メッセージは3日後にデッドレターキューから削除さ
れ、ApproximateAgeOfOldestMessageは3日間です。したがって、デッドレターキューの保
持期間を、元のキューの保持期間よりも長く設定することがベストプラクティスです。

デッドレターキューを使用するメリット
デッドレターキューの主なタスクは、未使用のメッセージのライフサイクルを処理することです。デッド
レターキューは処理が成功しなかった理由を調べるために、正しく処理できないメッセージをサイドに
置いて分離することができます。デッドレターキューをセットアップすることにより、次のことができま
す。

• デッドレターキューに移動したメッセージに関するアラームを設定する。
• デッドレターキューにメッセージが移動する原因となった例外をログを調べる。
• デッドレターキューに移動したメッセージの内容を分析し、ソフトウェアや、プロデューサーまたはコ

ンシューマーのハードウェアに関する問題を診断する。
• コンシューマーがメッセージを処理するために十分な時間が設定されているかどうかを調べる。

キューの種類によるメッセージエラーの処理
スタンダードキュー
スタンダードキュー (p. 9)は、保持期間が終わるまでメッセージの処理が継続します。このことで、メッ
セージが継続的に処理されるため、処理できないメッセージによりキューがブロックされる可能性を最小
限に抑えることができます。連続メッセージ処理により、キューの高速復旧が可能になります。
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デッドレターキューが適している用途

大量のメッセージを処理するシステムでは、コンシューマーが承認と削除に繰り返し失敗するメッセージ
が多数あると、コストが増加し、ハードウェアへの負荷が大きくなる可能性があります。失敗となるメッ
セージを期限切れまで処理しようとする代わりに、処理を数回試みた後で、デッドレターキューに移動す
る方が合理的です。

Note

スタンダードキューは、多数の保留メッセージは少数です。ただし、メッセージの大多数が送信
されず、デッドレターキューに送信されない場合、有効なメッセージの処理速度が低下する可能
性があります。このため、キューの効率を維持するには、アプリケーションが正しくメッセージ
を処理できているかを確認してください。

FIFOキュー
FIFOキュー (p. 9)は、メッセージグループからメッセージを順番に送信することで、ジャストワンス処理
を実現します。このため、コンシューマーは順序付けされたメッセージを別のメッセージグループから連
続して取得できますが、最初のメッセージグループは、キューをブロックしているメッセージが正しく処
理されるまで、使用不可の状態になります。

Note

FIFOキューでは許容される保留メッセージは少数です。このため、メッセージによってFIFO
キューがブロックされないようにするには、アプリケーションが正しくメッセージを処理できて
いるか確認してください。
メッセージを FIFO キューから FIFO DLQ に移動すると、元のメッセージの重複排除 ID が元の
メッセージの ID に置き換えられます。これは、DLQ の重複排除によって、重複排除 ID を共有す
る 2 つの独立したメッセージの保存が妨げられないようにするためです。

デッドレターキューが適している用途

デッドレターキューは、 スタンダードキューと組み合わせて使用してください。アプリケーション
が順序に依存しない場合は常に、デッドレターキューを活かすことができます。デッドレターキューは、
正しくないメッセージ送信操作に関するトラブルシューティングにも役立ちます。

Note

デッドレターキューを使用している場合もキューのモニタリングを継続し、一時的な理由で失敗
したメッセージの送信を再試行できます。

メッセージ数を減らし、システムで ポイズンピルメッセージ (受信されたが処理できないメッセー
ジ) が発生する可能性を抑えるためにデッドレターキューを使用してください。

メッセージの送信を無期限に再試行できる状態にしておく必要がある場合は、スタンダード キュー
と共にデッドレターキューを使用しないでください。たとえば、プロセスがアクティブまたは利用可能に
なるまで待機する必要があるプログラムでは、デッドレターキューを使用しないでください。

メッセージまたは操作の正確な順序を維持する必要がある場合は、FIFOキューでデッドレター
キューを使用しないでください。たとえば、ビデオ編集スイートで Edit Decision List (EDL)の指示でデッ
ドレターキューを使用しないでください。編集の順序が変わると、後続の編集作業のコンテキストが変わ
ります。
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デッドレターキューからメッセージを移動するには

デッドレターキューからメッセージを移動するには
デッドレターキューは、未使用のメッセージのライフサイクルを処理することです。デッドレターキュー
にある標準の未処理メッセージで使用できる属性と関連メタデータを調べたら、メッセージを元のキュー
に戻すことができます。デッドレターキューのリドライブでは、メッセージを移動しながらメッセージを
バッチ処理することで、API 呼び出しの請求額を減らすことができます。

リドライブタスクは Amazon SQSのSendMessageBatch、ReceiveMessage、 およ
びDeleteMessageBatchを使用し、ユーザーに代わってAPIを使用してメッセージをリド
ライブします。したがって、すべてのリドリブンメッセージは、新しいメッセージととも
にmessageid、enqueueTime、および保持期間となった新しいメッセージと見なされます。デッドレ
ターキューのリドライブの設定料金は、呼び出された API 呼び出しの数と、Amazon SQS の設定料金に基
づいて課金されます。

デフォルトでは、デッドレターキューのリドライブは、デッドレターキューからソースキューにメッ
セージを移動します。ただし、他のスタンダードキューをリドライブの宛先として設定することもでき
ます。さらに、リドライブベロシティを設定してAmazon SQSがメッセージを移動するレートを設定で
きます。Amazon SQSコンソールを使用してデッドレターキューのリドライブを設定する手順について
は、デッドレターキューリドライブを設定します。(コンソール) (p. 57)を参照してください。

Note

Amazon SQSでは、Amazon SQS コンソールのスタンダードキューに対してのみ、デッドレター
キューのリドライブをサポートしています。
Amazon SQSは、デッドレターキューからメッセージをリドライブするときにメッセージのフィ
ルタリングと変更をサポートしていません。
デッドレターキューのリドライブタスクは、最大36時間実行できます。Amazon SQSでは、アカ
ウントごとに最大100通のアクティブなリドライブタスクがサポートされます。

デッドレターキューのトラブルシューティング
場合によっては、Amazon SQSのデッドレターキューの動作が必ずしも想定どおりではないこともありま
す。このセクションでは、一般的な問題の概要とそれらの解決方法を説明します。

コンソールを使用してメッセージを表示すると、メッセージが
デッドレターキューに移動されることがあります。
Amazon SQSは、対応するキューの リドライブ ポリシーに対して コンソールでのメッセージの表示回数
をカウントします。このため、コンソール にメッセージが表示される回数が、対応するキューの リドライ
ブ ポリシーで指定された回数に達すると、そのメッセージは対応するキューのデッドレターキューに移動
されます。

この動作を調整するには、次のオプションがあります。

• 対応するキューの Redrive ポリシーで、[Maximum Receives] 設定の値を大きくします。
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可視性タイムアウト

• 対応するキューのメッセージがコンソールに表示されないようにします。

デッドレターキューの NumberOfMessagesSent と
NumberOfMessagesReceived が一致しない
手動でデッドレターキューに送信したメッセージは、NumberOfMessagesSent メトリクスによって
キャプチャされます。ただし、処理の試行が失敗した結果としてデッドレターキューにメッセージが送
信された場合、メトリクスによってキャプチャされません。したがって、NumberOfMessagesSent と
NumberOfMessagesReceived の値が異なることもあります。

Amazon SQSコンソールを使用したデッドレターキューのリドラ
イブ作成と設定について
デッドレターキューのリドライブでは、 Amazon SQSがデッドレターキューからメッセージを受信し、送
信先キューにメッセージを送信するために適切な権限を設定する必要があることに注意してください。権
限が不十分な場合、ソースキューへのデッドレターキューのリドライブはメッセージのリドライブを開始
せず、タスクが失敗する可能性があります。メッセージリドライブタスクのステータスを表示して、問題
を修正し、再試行できます。

Amazon SQS可視性タイムアウト
コンシューマーがキューからメッセージを受信して処理しても、そのメッセージはキューに保留されたま
まです。Amazon SQSでは、メッセージが自動的に削除されません。Amazon SQSは分散システムであ
り、接続の問題やコンシューマーアプリケーションの問題などが原因で、コンシューマーが実際にメッ
セージを受信するという保証がありません。そのため、コンシューマーはメッセージを受信して処理した
後、キューからメッセージを削除する必要があります。

メッセージが受信された直後は、メッセージはキューに保留されたままです。他のコンシューマーが同じ
メッセージを再び処理しないように、Amazon SQSは可視性タイムアウト、つまり Amazon SQS が他の
カスタマーがそのメッセージの受信や処理できなくなる期間を設定します。デフォルトの可視性タイムア
ウトは30秒です。最小は0秒です。最大は12時間です。コンソールを使用したキューの可視性タイムアウ
トの設定については、「キューパラメータの設定(コンソール) (p. 53)」を参照してください。

Note

スタンダードキューの場合は、可視性タイムアウトはメッセージを2回受信しない保証にはなりま
せん。詳細については、「At-least-once デリバリー (p. 9)」を参照してください。
FIFOキューでは、プロデューサまたはコンシューマが複数の再試行を試みることができます。

• プロデューサが障害を検出したSendMessageアクションがある場合、同じメッセージ重複除外 
IDを使用して、必要な回数だけ送信を再試行できます。重複除外間隔の期限が切れる前にプロ
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保留メッセージが存在の可能性があります。

デューサが少なくとも1つの確認応答を受信すると仮定すると、複数回の再試行はメッセージの
順序に影響せず、重複も発生しません。

• コンシューマが障害を検出した場合ReceiveMessageアクションの場合、同じ受信リクエスト
試行 IDを使用して、必要な回数だけ再試行できます。可視性タイムアウトの期限が切れる前に
コンシューマが少なくとも1つの確認応答を受信すると仮定すると、複数回の再試行はメッセー
ジの順序に影響しません。

• メッセージグループ IDがあるメッセージを受信した場合、メッセージを削除するか、表示され
ない限り、同じメッセージグループ IDのメッセージはそれ以上返信されません。

トピック
• 保留メッセージが存在の可能性があります。 (p. 40)
• 可視性タイムアウトの設定 (p. 41)
• メッセージの可視性タイムアウトの変更 (p. 41)
• メッセージの可視性タイムアウトの終了 (p. 41)

保留メッセージが存在の可能性があります。
Amazon SQS メッセージには、次の 3 つのベーシックな状態があります。

1. プロデューサーからキューに送信されます。
2. コンシューマがキューから受信しました。
3. キューから削除されました。

メッセージは、次のものと見なされます。保存されたプロデューサからキューに送信され、コンシュー
マによってキューからまだ受信されていない (つまり、1と2の間の状態)。保存されるメッセージの数に
クォータはありません。メッセージは、次のものと見なされます。保留中コンシューマがキューから受信
したが、キューから削除されていない（つまり、ステート2と3の間の状態）。保留メッセージの数には
クォータがあります。

Important

保留メッセージに適用されるクォータは、無制限に保存されたメッセージの数。

ほとんどのスタンダードキューでは (キュートラフィックとメッセージバックログにより異なります)、最
大120,000通の保留メッセージが存在の可能性があります。ショートポーリング (p. 34)を使用している
場合、このクォータに達すると、Amazon SQS はOverLimitエラーメッセージをし返信します。ロング
ポーリング (p. 34)を使用している場合、 Amazon SQSはエラーメッセージを返しません。クォータに
到達しないように、処理されたメッセージはキューから削除する必要があります。メッセージの処理に使
用するキューの数を増やすこともできます。クォータの引き上げをリクエストするには、サポートリクエ
ストを送信します。

FIFOキューでは、最大 20,000通のインフライトメッセージ (コンシューマがキューから受信して、キュー
から削除されていないもの) が存在する可能性があります。このクォータに届いた場合、Amazon SQSは
エラーメッセージを返しません。

Important

FIFO キューを操作する際、可視性タイムアウト時間外にリクエストを受信する
と、DeleteMessage操作は失敗します。可視性タイムアウトが 0 秒の場合、メッセージは送
信されたのと同じミリ秒以内に削除する必要があります。そうしないと、メッセージは破棄
されたと見なされます。これにより、MaxNumberOfMessagesパラメータが 1 より大きい場
合、Amazon SQSReceiveMessage はオペレーションに対する同じ応答に重複するメッセージ
を含める可能性があります。詳細については、「Amazon SQS FIFO API の仕組み」を参照して
ください。
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可視性タイムアウトの設定

可視性タイムアウトの設定
可視性タイムアウトはAmazon SQSがメッセージを返した時点で開始します。タイムアウト時間内に、コ
ンシューマーはメッセージを処理して削除します。ただし、コンシューマーでメッセージを削除する前に
障害が発生して、DeleteMessageアクションが呼び出されないまま可視性タイムアウトの期限が切れる
と、そのメッセージは他のコンシューマーに見えるようになり、再度受信されます。メッセージを一度だ
け受信する必要がある場合、コンシューマーは可視性タイムアウトの時間内にメッセージを削除する必要
があります。

すべてのAmazon SQSキューの可視性タイムアウトはデフォルトで 30秒に設定されています。この設定は
キュー全体で変更できます。通常、可視性タイムアウトは、アプリケーションがキューのメッセージを処
理して削除するまでの最大所要時間に設定します。メッセージを受信したら、キュー全体のタイムアウト
を変更しなくても、返されるメッセージに特別な可視性タイムアウトを設定することもできます。詳細に
ついては、「タイムリーな方法でのメッセージの処理 (p. 69)」セクションのベストプラクティスを参照
してください。

メッセージの処理に要する時間がわからない場合は、ハートビートコンシューマプロセスの場合:初期可視
性タイムアウト (2 分など) を指定し、コンシューマがメッセージで作業している限り、可視性タイムアウ
トを1分ごとに2分延長します。

Important

最大可視性タイムアウトは、ReceiveMessageAmazon SQS がメッセージを受信してから 12 時
間です。可視性タイムアウトを延長しても、12時間という最大時間はリセットされません。
さらに、ReceiveMessageリクエストによってタイマーが開始されるため、個々のメッセー
ジのタイムアウトを12時間（43,200秒など）に設定できない場合があります。たとえば、
メッセージを受け取った直後に 43,200ChangeMessageVisibility 秒のコールを送信して
最大 12 時間に設定した場合、失敗する可能性があります。VisibilityTimeoutただし、
経由でメッセージを要求してから可視性タイムアウトを更新するまでに大幅な遅延がない限
りReceiveMessage、43,195秒の値を使用しても問題ありません。コンシューマーが12時間以上
必要とする場合は、ステップ機能 の使用を検討してください。

メッセージの可視性タイムアウトの変更
キューからメッセージを受信し、処理を開始したときに、キューの可視性タイムアウトが十分でない場合
があります (たとえば、メッセージを処理して削除する必要がある場合)。ChangeMessageVisibility
アクションを使用して新しいタイムアウト値を指定すると、メッセージの可視性を短縮または拡張するこ
とができます。

たとえば、キューのデフォルトのタイムアウトが60秒であり、メッセージを受信してから15秒が経過した
ときに、ChangeMessageVisibilityを10秒に設定したVisibilityTimeoutコールを送信する場合、
この10秒はChangeMessageVisibilityコールを行った時点からカウントが開始されます。したがっ
て、最初に可視性タイムアウトを変更してから10秒 (合計25秒) 経過した後に可視性タイムアウトを変更し
ようとしたり、そのメッセージを削除しようとすると、エラーが発生する可能性があります。

Note

新しいタイムアウト期間は、ChangeMessageVisibilityアクションを呼び出した時間から有
効になります。さらに、新しいタイムアウト期間はメッセージの特定の受信にのみ適用されま
す。ChangeMessageVisibilityは、メッセージの以降の受信や以降のキューには影響しませ
ん。

メッセージの可視性タイムアウトの終了
キューからメッセージを受信すると、そのメッセージを実際には処理して削除する必要がないとわかる場
合があります。Amazon SQSでは、特定のメッセージの可視性タイムアウトを終了できます。その場合、
システムの他のコンポーネントからメッセージがすぐに見えるようになり、処理できるようになります。
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遅延キュー

ReceiveMessageを呼び出した後にメッセージの可視性タイムアウトを終了するに
はChangeMessageVisibility、を呼び出します。VisibilityTimeoutと0秒に設定します。

Amazon SQS 遅延キュー
遅延キューは、例えば、コンシューマアプリケーションがメッセージ処理にさらに時間を必要な場合、コ
ンシューマへ新しいメッセージの配信を数秒延期することができます。遅延キューを作成した場合、その
キューに送信したすべてのメッセージは遅延期間中にコンシューマーに表示されません。キューのデフォ
ルト (最小) 遅延は 0 秒です。最大値は 15 分です。コンソールで遅延キューを設定する方法については
「キューパラメータの設定(コンソール) (p. 53)」をご参照ください。

Note

標準キューの場合、キューごとの遅延設定は遡及性ではありません。設定を変更しても、既に
キューにあるメッセージの遅延には影響しません。
FIFO キューの場合、キューごとの遅延設定は遡及性があります。設定を変更すると、既にキュー
にあるメッセージの遅延に影響します。

遅延キューでは、コンシューマーはメッセージを一定の時間使用できなくなるため、可視性タイムアウ
ト (p. 39)と似ています。両者の違いは、遅延キューの場合はメッセージが最初にキューに追加されたと
きに非表示になるのに対し、可視性タイムアウトの場合は、メッセージがキューから処理された後のみ非
表示になるという点です。次の図は、遅延キューと可視性タイムアウトの関係を示しています。

キュー全体ではなく、各メッセージに遅延秒数を設定する場合、メッセージタイマー (p. 46)を使用し
て、Amazon SQS が遅延キューの DelaySeconds 値ではなく、メッセージタイマーの DelaySeconds
値を使用できるようにします。

Amazon SQS一時キュー
一時キューは、次のような一般的なメッセージパターンをリクエストと応答として使用する場合に、開発
時間と展開コストを削減するのに役立ちます。一時キュークライアントを使用して、高スループットでコ
スト効率の高いアプリケーション管理の一時キューを作成します。

クライアントは複数のマッピングを行います。一時キュー— 特定のプロセスに対してオンデマンドで作成
されるアプリケーション管理キューを、単一の Amazon SQSキューに自動的に作成します。これにより、
各一時キューへのトラフィックが少ないときのアプリケーションのAPI呼び出しが少なくなり、スルー
プットを高めることができます。一時キューが使用されなくなると、クライアントを使用する一部のプロ
セスが正常にシャットダウンされない場合でも、クライアントは一時キューを自動的にクリーンアップし
ます。

一時キューの利点を以下に示します:

• これらは、特定のスレッドまたはプロセスの軽量通信チャネルとして機能します。
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仮想キュー

• 追加のコストが発生することなく作成および削除できます。
• これらは静的 (通常)Amazon SQSキューとAPI互換です。つまり、メッセージを送受信する既存のコード

は、仮想キューとの間でメッセージを送受信できます。

トピック

• 仮想キュー (p. 43)
• リクエスト–レスポンスメッセージングパターン(仮想キュー) (p. 44)
• シナリオ例:ログインリクエストの処理 (p. 44)

• クライアント側 (p. 44)
• サーバー側 (p. 45)

• キューをクリーンアップする (p. 46)

仮想キュー
仮想キューは、Temporary Queue Clientが作成するローカルデータ構造です。仮想キューを使用すると、
トラフィックの少ない複数の宛先を単一のAmazon SQSキューに結合できます。ベストプラクティスにつ
いては、仮想キューでの同じメッセージグループ ID の再使用を避ける (p. 75)を参照してください。

Note

• 仮想キューを作成すると、コンシューマーがメッセージを受信するための一時的なデータ構造
のみが作成されます。仮想キューはAmazon SQSへのAPI呼び出しを行わないため、仮想キュー
にはコストはかかりません。

• TPSクォータは、単一ホストキューのすべての仮想キューに適用されます。詳細については、
「メッセージに関連するクォータ (p. 65)」を参照してください。

AmazonSQSVirtualQueuesClientラッパークラスは、仮想キューに関連する属性のサポートを追加し
ます。仮想キューを作成するには、 CreateQueue 属性を使用してHostQueueURLAPI アクションを呼び
出す必要があります。この属性は、仮想キューをホストする既存のキューを指定します。

仮想キューのURLは次の形式になります。

https://sqs.us-east-2.amazonaws.com/123456789012/MyQueue#MyVirtualQueueName

プロデューサーが仮想キュー URLでSendMessageまたはSendMessageBatch API アクションを呼び出
すと、Temporary Queue Clientでは次の処理が実行されます:

1. 仮想キュー名を抽出します。
2. 追加のメッセージ属性として仮想キュー名にアタッチします。
3. ホストのキューにメッセージを送信します。

プロデューサーがメッセージを送信する間、バックグラウンドスレッドはホストキューをポーリングし、
対応するメッセージ属性に従って受信メッセージを仮想キューに送信します。

コンシューマが仮想キュー URL でReceiveMessageAPI アクションを呼び出す間、Temporary Queue 
Clientは、バックグラウンドスレッドが仮想キューにメッセージを送信するまで、ローカルで呼び出しを
ブロックします。(このプロセスは、バッファ付き非同期クライアント (p. 199)でのメッセージのプリ
フェッチに似ています。1 つの APIアクションで最大 10 個の仮想キューにメッセージを提供できます。) 
仮想キューを削除すると、Amazon SQS自体を呼び出すことなく、クライアント側のリソースが削除され
ます。
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リクエスト–レスポンスメッ

セージングパターン(仮想キュー)

AmazonSQSTemporaryQueuesClientクラスは、作成したすべてのキューを一時キューに自動的に
変換します。また、オンデマンドで、同じキュー属性を持つホストキューを自動的に作成します。こ
れらのキューの名前は、一時キューとして識別される共通の構成可能なプレフィックス(デフォルトで
は__RequesterClientQueues__）を共有します。これにより、クライアントは、キューを作成およ
び削除する既存のコードを最適化するドロップイン置換として機能できるようになります。クライアント
には、キュー間の双方向通信を可能にする AmazonSQSRequester および AmazonSQSResponder イン
ターフェイスも含まれています。

リクエスト–レスポンスメッセージングパターン(仮想
キュー)
一時キューの最も一般的な使用例は、リクエスト-レスポンスメッセージングパターンです。このパターン
では、要求者が各レスポンスメッセージを受信するための一時キューを作成します。レスポンスメッセー
ジごとにAmazon SQSキューが作成されないように、Temporary Queue Clientを使用すると、Amazon 
SQS API呼び出しを行わずに複数の一時キューを作成および削除できます。詳細については、「リクエス
トと応答システムの実装 (p. 71)」を参照してください。

このパターンを使用した一般的な構成を次の図に示します。

シナリオ例:ログインリクエストの処理
次のシナリオ例では、AmazonSQSRequesterとAmazonSQSResponderインターフェイスを使用して、
ユーザーのログインリクエストを処理する方法を示しています。

クライアント側
public class LoginClient { 

    // Specify the Amazon SQS queue to which to send requests. 
    private final String requestQueueUrl; 
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シナリオ例:ログインリクエストの処理

    // Use the AmazonSQSRequester interface to create 
    // a temporary queue for each response. 
    private final AmazonSQSRequester sqsRequester =  
            AmazonSQSRequesterClientBuilder.defaultClient(); 

    private final LoginClient(String requestQueueUrl) { 
        this.requestQueueUrl = requestQueueUrl; 
    } 

    // Send a login request. 
    public String login(String body) throws TimeoutException { 
        SendMessageRequest request = new SendMessageRequest() 
                .withMessageBody(body) 
                .withQueueUrl(requestQueueUrl); 

        // If no response is received, in 20 seconds, 
        // trigger the TimeoutException. 
        Message reply = sqsRequester.sendMessageAndGetResponse(request,  
                20, TimeUnit.SECONDS); 

        return reply.getBody(); 
    }
}

ログインリクエストを送信すると、次の処理が実行されます。

1. 一時テーブルを作成します。
2. 一時キューの URLを属性としてメッセージに添付します。
3. メッセージを送信します。
4. 一時キューからのレスポンスを受け取ります。
5. 一時キューを削除します。
6. レスポンスを返します。

サーバー側
次の例では、構築時に、キューをポーリングしてすべてのメッセージに対し
てhandleLoginRequest()メソッドを呼び出すスレッドが作成されることを想定しています。さら
に、doLogin() メソッドを想定しています。

public class LoginServer { 

    // Specify the Amazon SQS queue to poll for login requests. 
    private final String requestQueueUrl; 

    // Use the AmazonSQSResponder interface to take care 
    // of sending responses to the correct response destination. 
    private final AmazonSQSResponder sqsResponder =  
            AmazonSQSResponderClientBuilder.defaultClient(); 

    private final AmazonSQS(String requestQueueUrl) { 
        this.requestQueueUrl = requestQueueUrl; 
    } 

    // Process login requests from the client. 
    public void handleLoginRequest(Message message) { 

        // Process the login and return a serialized result. 
        String response = doLogin(message.getBody()); 
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キューをクリーンアップする

        // Extract the URL of the temporary queue from the message attribute 
        // and send the response to the temporary queue. 
        sqsResponder.sendResponseMessage(MessageContent.fromMessage(message),  
                new MessageContent(response));   
    }
}

キューをクリーンアップする
Amazon SQS. が仮想キューで使用されているメモリ内リソースを確実に回収するために、アプリケー
ションで Temporary Queue Client が不要になったら、shutdown()メソッドを呼び出す必要がありま
す。shutdown()インターフェイスのAmazonSQSRequesterメソッドを使用することもできます。

Temporary Queue Client孤立したホストキューを削除する方法も提供します。一定期間 (デフォルトでは5
分間) にわたって API 呼び出しを受信する各キューについて、クライアントはTagQueueAPIアクションを
使用して、使用中のキューにタグを付けます。

Note

キューで実行されたAPIアクションは、メッセージを返さないReceiveMessage アクションを含
め、キューをアイドル以外としてマークします。

バックグラウンドスレッドは ListQueues および ListTags APIアクションを使用して、構成されたプレ
フィックスを持つすべてのキューをチェックし、少なくとも5分間タグ付けされていないキューを削除しま
す。このようにして、1つのクライアントが正常にシャットダウンしない場合、他のアクティブなクライア
ントはその後クリーンアップします。作業の重複を減らすために、同じプレフィックスを持つすべてのク
ライアントは、プレフィックスにちなんで命名された共有内部作業キューを介して通信します。

Amazon SQS メッセージタイマー
メッセージタイマーを使用すると、キューに追加されるメッセージの初期非表示期間を指定できます。
たとえば、45 秒のタイマーでメッセージを送信すると、キュー内の最初の 45 秒間、コンシューマーに
はメッセージが表示されません。メッセージのデフォルト (最小) 遅延は 0 秒です。最大値は 15 分です。
コンソールを使用してタイマーとともにメッセージを送信する方法については、「」を参照してくださ
い。メッセージの送信 (p. 21)。

Note

FIFO キューは、個々のメッセージのタイマーをサポートしていません。

個々のメッセージではなくキュー全体に対して遅延の秒数を設定するには、遅延キュー (p. 42)を使用
します。個々のメッセージのメッセージタイマー設定は、メッセージタイマーの設定よりも優先されま
す。DelaySecondsAmazon SQS 遅延キューの値。
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Amazon SQS のABAC

Amazon SQS キューの設定(コンソー
ル)

Amazon SQS コンソールを使用して、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューと機能を設
定し、管理します。コンソールを使用して、サーバー側の暗号化などの機能の構成、dead-letter queueを
キューに関連付ける、またはAWS Lambda機能を呼び出すトリガーを設定することもできます。

トピック
• Amazon SQS の属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) (p. 47)
• キューパラメータの設定(コンソール) (p. 53)
• アクセスポリシーの設定(コンソール) (p. 54)
• SQS暗号化キーを使用してキューのサーバー側の暗号化 SSE) をキューのサーバー側の暗号化 SSE) 

の設定（コンソール） (p. 54)
• キューのサーバー側の暗号化(SSE)の設定（コンソール） (p. 55)
• デッドレターキュー(コンソール)を設定 (p. 56)
• デッドレターキューリドライブを設定します。(コンソール) (p. 57)
• Amazon SQSキューのコスト配分タグの設定(コンソール) (p. 60)
• Amazon SNSトピックへ Amazon SQSキューをサブスクライブする（コンソール） (p. 60)
• AWS Lambda 関数（コンソール)をトリガーするためのキューの設定 (p. 61)
• 属性を含むメッセージの送信（コンソール） (p. 62)

Amazon SQS の属性ベースのアクセスコントロー
ル (ABAC)

ABAC とは
属性ベースアクセスコントロール (ABAC) は、AWSユーザーとリソースに添付されたタグに基づいてアク
セス許可を定義する認証プロセスです。ABACは、属性と値に基づいてきめ細かく柔軟なアクセス制御を
行い、再構成された役割ベースのポリシーに関連するセキュリティリスクを軽減し、監査とアクセスポリ
シー管理を一元化します。ABAC の詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWSの ABAC とは」を参照
してください。

Amazon SQS は ABAC をサポートしているため、Amazon SQS キューに関連付けられたタグとエイリア
スに基づいて Amazon SQS キューへのアクセスを制御できます。Amazon SQS キューを有効にするタグ
およびエイリアスの条件キーは、ポリシーを編集したりすることなく、Amazon SQS キューを使用するこ
とができます。

ABAC では、タグを使用して Amazon SQS キューの IAM アクセス権限とポリシーを設定できます。これ
により、権限管理を拡張しやすくなります。IAM では、各ビジネスロールに追加するタグを使用して 1 つ
のアクセス権限ポリシーを作成できます。新しいリソースを追加するたびにポリシーを更新する必要はあ
りません。IAM プリンシパルにタグを付けて ABAC ポリシーを作成することもできます。呼び出しを行う 
IAM ユーザーロールのタグが Amazon SQS キュータグと一致するときに Amazon SQS オペレーションを
許可するように ABACポリシーを設計できます。タグ付けの詳細についてはAWS、「AWSタグ付け方法」
と「」を参照してくださいAmazon SQSコスト配分タグ (p. 32)。
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Note

Amazon SQS 用 ABAC は現在、Amazon SQSAWS が利用可能なすべての商業地域でご利用いた
だけます。ただし、以下の例外があります。

• アジアパシフィック (ハイデラバード)
• アジアパシフィック (メルボルン)
• 欧州 (スペイン)
• 欧州 (チューリッヒ)

Amazon SQS で ABAC を使用すべき理由
Amazon SQS で ABAC を使用すると、以下のようなメリットがあります。

• Amazon SQS 用 ABAC では、必要なアクセス権限ポリシーが少なくて済みます。職務機能ごとに異なる
ポリシーを作成する必要はありません。複数のキューに適用されるリソースタグとリクエストタグを使
用できるため、運用上のオーバーヘッドが軽減されます。

• ABACを使用してチームを迅速に拡大しましょう。リソースの作成時に適切なタグが付けられれば、タ
グに基づいて新しいリソースの許可が自動的に付与されます。

• IAM プリンシパルの権限を使用して、リソースアクセスを制限します。IAM プリンシパル用のタグを作
成し、それを使用して IAM プリンシパルのタグと一致する特定のアクションへのアクセスを制限できま
す。これにより、リクエスト権限を付与するプロセスを自動化できます。

• リソースにアクセスしているユーザーを追跡できます。セッションの ID は、内のユーザー属性を調べる
ことで判断できますAWS CloudTrail。

トピック
• Amazon SQS 条件キー (p. 48)
• アクセス制御のタグ付け (p. 49)
• IAM ユーザーと Amazon SQS キューの作成 (p. 49)
• 属性ベースのアクセスコントロールテスト (p. 52)

Amazon SQS 条件キー
関数のアクションは、以下の条件キーを使用して制御できます。

ABAC 条件キー 説明 ポリシータイプ Amazon SQS キュS 
キュー

法律:ResourceTag Amazon SQS キュー
キューキューキュー
キューのタグ (キーと値) 
またはタグパターンと
一致する

IAM ポリシーのみ Amazon SQS キュー

法律:RequestTag Amazon SQS キューリ
ソースオペレーション
におけるタグ (キーと
値) が、ポリシーのタグ 
(キーと値) またはタグパ
ターンと一致する

キューポリシーと IAM 
ポリシー

TagQueue,
UntagQueue,
CreateQueue
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ABAC 条件キー 説明 ポリシータイプ Amazon SQS キュS 
キュー

法律:TagKeys リクエスト内のタグ
キーが、ポリシーのタ
グキーと一致する

キューポリシーと IAM 
ポリシー

TagQueue,
UntagQueue,
CreateQueue

アクセス制御のタグ付け
以下は、アクセス制御にタグを使用する方法の例です。IAM ポリシーは、キー環境とバリュープロダク
ションを含むリソースタグを含むすべてのキューに対するすべての Amazon SQS アクションを IAM ユー
ザーに制限します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "DenyAccessForProd", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": "sqs:*", 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:ResourceTag/environment": "prod" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

IAM ユーザーと Amazon SQS キューの作成
以下の例では、AWS Management Consoleとを使用して Amazon SQS へのアクセスを制御する 
ABACAWS CloudFormation ポリシーを作成する方法を説明しています。

AWS Management Consoleの使用
IAM ユーザーを作成する

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. 左のナビゲーションペインで、[ユーザー] を選択します。
3. [ユーザーを追加] を選択し、[ユーザー名] テキストボックスに名前を入力します。
4. 「アクセスキー-プログラムによるアクセス」ボックスを選択し、「次へ:権限」を選択します。
5. [Next:Tags] (次のステップ: タグ) を選択します。
6. タグキーをとしてenvironment、betaタグ値をとして追加します。
7. [次へ:確認] を選択し、[ユーザーを作成] を選択します。
8. アクセスキー ID とシークレットアクセスキーをコピーして安全な場所に保存します。

IAM ユーザー権限の追加

1. 作成した IAM ユーザーを選択します。
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2. [Add inline policy] (インラインポリシーの追加) を選択します。
3. [JSON] タブで、以下のポリシーをペーストします。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AllowAccessForSameResTag", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "sqs:SendMessage", 
        "sqs:ReceiveMessage", 
        "sqs:DeleteMessage" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:ResourceTag/environment": "${aws:PrincipalTag/environment}" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Sid": "AllowAccessForSameReqTag", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "sqs:CreateQueue", 
        "sqs:DeleteQueue", 
        "sqs:SetQueueAttributes", 
        "sqs:tagqueue" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:RequestTag/environment": "${aws:PrincipalTag/environment}" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Sid": "DenyAccessForProd", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": "sqs:*", 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:ResourceTag/stage": "prod" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

4. [ポリシーの確認] を選択します。
5. [ポリシーの作成] を選択します。

AWS CloudFormation を使用する
AWS CloudFormation次のサンプルテンプレートを使用して、インラインポリシーがアタッチさ
れ、Amazon SQS キューがアタッチされた IAM ユーザーを作成します。

AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Description: "CloudFormation template to create IAM user with custom inline policy"
Resources: 
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    IAMPolicy: 
        Type: "AWS::IAM::Policy" 
        Properties: 
            PolicyDocument: | 
                { 
                    "Version": "2012-10-17", 
                    "Statement": [ 
                        { 
                            "Sid": "AllowAccessForSameResTag", 
                            "Effect": "Allow", 
                            "Action": [ 
                                "sqs:SendMessage", 
                                "sqs:ReceiveMessage", 
                                "sqs:DeleteMessage" 
                            ], 
                            "Resource": "*", 
                            "Condition": { 
                                "StringEquals": { 
                                    "aws:ResourceTag/environment": "${aws:PrincipalTag/
environment}" 
                                } 
                            } 
                        }, 
                        { 
                            "Sid": "AllowAccessForSameReqTag", 
                            "Effect": "Allow", 
                            "Action": [ 
                                "sqs:CreateQueue", 
                                "sqs:DeleteQueue", 
                                "sqs:SetQueueAttributes", 
                                "sqs:tagqueue" 
                            ], 
                            "Resource": "*", 
                            "Condition": { 
                                "StringEquals": { 
                                    "aws:RequestTag/environment": "${aws:PrincipalTag/
environment}" 
                                } 
                            } 
                        }, 
                        { 
                            "Sid": "DenyAccessForProd", 
                            "Effect": "Deny", 
                            "Action": "sqs:*", 
                            "Resource": "*", 
                            "Condition": { 
                                "StringEquals": { 
                                    "aws:ResourceTag/stage": "prod" 
                                } 
                            } 
                        } 
                    ] 
                } 
                 
            Users:  
              - "testUser" 
            PolicyName: tagQueuePolicy 

    IAMUser: 
        Type: "AWS::IAM::User" 
        Properties: 
            Path: "/" 
            UserName: "testUser" 
            Tags:  
              -  
                Key: "environment" 
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                Value: "beta"

属性ベースのアクセスコントロールテスト
以下の例は、Amazon SQS で属性ベースのアクセスコントロールをテストする方法を示しています。

タグキーを environment に設定し、タグ値を prod に設定して
キューを作成します。
このAWS CLI コマンドを実行して、タグキーを environment に、タグ値を prod に設定してキューの作成
をテストします。AWSCLI をお持ちでない場合は、ダウンロードしてご使用のマシンに合わせて設定でき
ます。

aws sqs create-queue --queue-name prodQueue —region us-east-1 —tags "environment=prod"

Amazon SQSAccessDenied エンドポイントから次のエラーが表示されます。

An error occurred (AccessDenied) when calling the CreateQueue operation: Access to the 
 resource <queueUrl> is denied.

これは、IAM ユーザーのタグ値がCreateQueue API 呼び出しで渡されたタグと一致しないためです。IAM 
ユーザーに、キーをにenvironment、beta値をに設定したタグを適用したことを思い出してください。

タグキーを environment に設定し、タグ値を beta に設定して
キューを作成します。
この CLI コマンドを実行して、タグキーをに、environmentbetaタグ値をに設定したキューの作成をテ
ストします。

aws sqs create-queue --queue-name betaQueue —region us-east-1 —tags "environment=beta"

キューが正常に作成されたことを確認する次のようなメッセージが表示されます。

{
"QueueUrl": "<queueUrl>“
}

キューへメッセージを送信する
この CLS コマンドを実行して、キューへのメッセージの送信をテストします。

aws sqs send-message --queue-url <queueUrl> —message-body testMessage

レスポンスは、Amazon SQS キューへのメッセージ配信が成功したことを示しています。IAM ユーザー権
限では、betaタグのあるキューにメッセージを送信できます。MD5OfMessageBodyMessageIdレスポン
スにはメッセージが含まれます。

{
"MD5OfMessageBody": "<MD5OfMessageBody>",
"MessageId": "<MessageId>"
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}

キューパラメータの設定(コンソール)
キューを作成 (p. 20)または編集する (p. 22)時、以下のパラメータを設定できます。

• 可視性タイムアウト— キューから受信したメッセージが (あるコンシューマによって) 他のメッセージコ
ンシューマーに表示されない時間の長さ。詳細については、「可視性 (p. 39)」を参照してください。

Note

コンソールを使用して可視性タイムアウトを設定すると、キュー内のすべてのメッセージの
タイムアウト値が設定されます。単一または複数のメッセージのタイムアウトを設定するに
は、AWSいずれかのSDKを使用する必要があります。

• メッセージの保持期間— キューに残っているメッセージを Amazon SQS が保持する時間は。デフォル
トでは、キューは4日間メッセージを保持します。最大14日間までメッセージを保持するようにキュー
を設定できます。詳細については、「メッセージの保持期間」を参照してください。

• 配信の遅延—キューに追加されたメッセージを配信する前に Amazon SQSが遅延する時間。詳細につい
ては、「配信の遅延 (p. 42)」を参照してください。

• メッセージの最大サイズ—このキューの最大メッセージサイズ。詳細については、「メッセージの最大
サイズ (p. 81)」を参照してください。

• メッセージの受信待ち時間—キューが受信リクエストを受け取った後、Amazon SQS がメッセージが使
用可能になるまでの待機する最大時間。詳細については、「Amazon SQS ショートポーリングとロング
ポーリング (p. 33)」を参照してください。

• コンテンツベースの重複除外を有効—Amazon SQS は、メッセージの本文に基づいて重複除外IDを自動
的に作成できます。詳細については、「Amazon SQS FIFO(先入れ先出し) キュー (p. 9)」を参照してく
ださい。

• 高スループット FIFOを有効にする—キューのメッセージの高スループットを有効にするために使用
します。このオプションを選択すると、関連するオプションが (重複除外スコープそしてFIFOスルー
プットの制限) を使用して、FIFOキューの高スループットを有効にするために必要な設定に変更されま
す。詳細については、「FIFO キューの高スループット (p. 13)」および「メッセージに関連するクォー
タ (p. 65)」を参照してください。

• ポリシーのリドライブ許可:どのソースキューがこのキューをデッドレターキューとして使用できるを定
義します。詳細については、「Amazon SQSデッドレターキュー (p. 35)」を参照してください。

既存のキュー (コンソール)のキューパラメータを設定するには

1. Amazon SQS コンソール を開きますhttps://console.aws.amazon.com/sqs/。
2. ナビゲーションペインで [Queues(キュー)]を選択します。キューを選択し、編集を選択します。
3. 設定セクションにスクロールします。
4. 可視性タイムアウトを使用する場合、期間と単位を入力します。範囲は0秒から12時間です。デフォ

ルト値は30秒です。
5. メッセージの保持期間を使用する場合、期間と単位を入力します。有効範囲は1分から14日です。デ

フォルト値は4日です。
6. スタンダードキューの場合は、メッセージの受信待ち時間の値を入力します。範囲は 0から20秒で

す。デフォルト値は0秒で、ショートポーリング (p. 33)で設定します。0以外の値を指定すると、ロン
グポーリングが設定されます。

7. 配信の遅延を使用する場合、期間と単位を入力します。範囲は0秒から15 分です。デフォルト値は0 
秒です。

8. メッセージの最大サイズ を使用する場合、値を入力します。範囲は1KBから256KBです。デフォルト
値は 256 KBです。
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9. FIFO キューの場合は、コンテンツベースの重複除外を有効にするためにコンテンツベースの重複除外
を有効にします。デフォルト設定は無効です｡

10. （オプション）FIFO キューの場合、キュー内のメッセージの送受信でより高スループットを有効にす
るには、高スループット FIFO を有効にするを選択します。

このオプションを選択すると、関連するオプション (重複除外のスコープおよびFIFO スループットの
制限) を使用して、FIFO キューの高スループットを有効にするために必要な設定に変更されます。高
スループット FIFO の使用に必要な設定のいずれかを変更すると、キューに対して通常のスループッ
トが有効になり、指定されたとおりに重複除外が実行されます。詳細については、「FIFO キューの高
スループット (p. 13)」および「メッセージに関連するクォータ (p. 65)」を参照してください。

11. 「リドライブ許可ポリシー」で「有効」を選択します。[すべて許可] (デフォルト)、[キュー別]、[すべ
て拒否] のいずれかを選択します。キュー別を選んだとき、 Amazon リソースネーム (ARN) で最大10
個のソースキューのリストを指定します。

12. キューパラメータの設定が完了したら、保存を選択します。

アクセスポリシーの設定(コンソール)
キューの編集 (p. 22)時、そのアクセスポリシーを設定できます。

アクセスポリシーは、キューにアクセスできるアカウント、ユーザー、および役割を定
義します。アクセスポリシーでは、ユーザーがアクセスできるアクションも定義します
（SendMessage、ReceiveMessage、 またはDeleteMessageなど) 。デフォルトポリシーでは、
キューの所有者のみがメッセージの送受信を許可します。

既存のキュー(コンソール)のアクセスポリシーを設定

1. Amazon SQS コンソールを開きますhttps://console.aws.amazon.com/sqs/。
2. ナビゲーションペインで [Queues(キュー)]を選択します。
3. キューを選択し、編集を選びます。
4. アクセスポリシーセクションにスクロール。
5. 入力ボックスのアクセスポリシーステートメントを編集します。アクセスポリシーステー

トメントの詳細については、を参照してくださいAmazon SQSでの Identity and Access 
Management (p. 126)。

6. アクセスポリシーの設定が完了したら、保存を選びます。

SQS暗号化キーを使用してキューのサーバー側の暗
号化 SSE) をキューのサーバー側の暗号化 SSE) の
設定（コンソール）

デフォルト (p. 20)の Amazon SQS マネージドサーバー側暗号化 (SSE) オプションに加えて、Amazon 
SQS マネージド SSE (SSE-SQS) では、SQS マネージド暗号化キーを使用してメッセージキュー経由で
送信される機密データを保護する、カスタムのマネージドサーバー側暗号化を作成できます。SSE-SQS
では、暗号化キーの作成および管理、データを暗号化のためにコードを修正する必要はありません。SSE-
SQSを使用すると、データを安全に送信し、追加の費用なしで厳格な暗号化コンプライアンスと規制要件
に対応できます。

SSE-SQS は、256 ビットの高度暗号化スタンダード (AES-256)の 暗号化を使用して保存中のデータを保
護します。SSEはAmazon SQSサービスがメッセージを受信するとすぐに暗号化します。Amazon SQS は
暗号化された形式でメッセージを保存し、承認済みのコンシューマーに送信した場合のみ解読されます。
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Note

• デフォルトの SSE オプションは、暗号化属性を指定せずにキューを作成する場合にのみ有効で
す。

• Amazon SQS では、キューの暗号化をすべてオフにすることができます。したがって、KMS-
SSE をオフにしても、SQS-SSE は自動的に有効になりません。KMS-SSE をオフにした後に 
SQS-SSE を有効にする場合は、リクエストに属性の変更を追加する必要があります。

キューにSSE-SQS暗号化を設定するには(コンソール)
Note

HTTP (非 TLS) エンドポイントを使用して作成された新しいキューは、デフォルトで SSE-SQS 
暗号化を有効にしません。セキュリティ上のベストプラクティスは、HTTPS または署名バージョ
ン 4 のエンドポイントを使用して Amazon SQS キューを作成することです。

1. Amazon SQSコンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/sqs/。
2. ナビゲーションペインで [Queues(キュー)] を選択します。
3. キューを選択し、{編集}を選択します。
4. 暗号化を拡張します。
5. サーバー側の暗号化には、「有効」(デフォルト) を選択します。

Note

SSE を有効にすると、SendMessageReceiveMessage暗号化されたキューへの匿名リクエ
ストとリクエストは拒否されます。Amazon SQS のセキュリティベストプラクティスでは、
匿名リクエストを使用しないことを推奨しています。Amazon SQS キューに匿名リクエスト
を送信する場合は、必ず SSE を無効にしてください。

6. Amazon SQSキー (SSE-SQS)を選択します。このオプションは追加料金なしで使用されます。
7. [Save] (保存) を選択します。

キューのサーバー側の暗号化(SSE)の設定（コン
ソール）

キューのメッセージのデータを保護するために、Amazon SQS では、新しく作成されたキューのサーバー
側暗号化 (SSE) がデフォルトで有効になっています。Amazon SQS は、Amazon Web Services キー管理
サービス (Amazon Web Services KMS) と統合してサーバー側の暗号化 (SSE) 用の KMS キーを管理しま
す。SSE の使用詳細については、「保管中の暗号化 (p. 117)」をご参照ください。

キューに割り当てる KMS キーは、キューの使用が承認されたすべてのプリンシパルの許可を含むキーポ
リシーが必要です。詳細については、キー管理 (p. 120)をご参照ください。

KMS キーの所有者ではない場合、または kms:ListAliases および kms:DescribeKey の許可がない
アカウントでログインした場合、Amazon SQS コンソールで KMS キーに関する情報を閲覧できません。
これらの許可を付与するように、KMS キーの所有者へ依頼してください。詳しい情報については、キー管
理 (p. 120)をご参照ください。

キューの作成 (p. 20)または編集 (p. 22)する場合は、SSE-KMS を設定できます。

既存のキューに SSE-KMSを設定するには(コンソール)

1. Amazon SQSコンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/sqs/。
2. ナビゲーションペインで [Queues(キュー)] を選択します。
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3. キューを選択し、{編集}を選択します。
4. 暗号化を拡張します。
5. サーバー側の暗号化には、「有効」(デフォルト) を選択します。

Note

SSE を有効にすると、SendMessageReceiveMessage暗号化されたキューへの匿名リクエ
ストとリクエストは拒否されます。Amazon SQS のセキュリティベストプラクティスでは、
匿名リクエストを使用しないことを推奨しています。Amazon SQS キューに匿名リクエスト
を送信する場合は、必ず SSE を無効にしてください。

6. AWSキーマネジメントサービスキー (SSE-KMS)を選びます。

コンソールは [Description] (概要)、[Account] (アカウント)、KMS キーの [KMS key ARN] (KMS キー 
ARN) を表示します。

7. キューの KMS キー ID を指定します。詳細については、「重要な用語 (p. 118)」を参照してくださ
い。

a. [Choose a KMS key alias] (KMS キーのエイリアスを選択) オプションを選択します。
b. デフォルトキーは、Amazon SQS 用の Amazon Web Services マネージド KMS キーです。この

キーを使用する場合、[KMS key] (KMS キー) リストから選択してください。
c. Amazon Web Services アカウントでカスタム KMS キーを使用する場合、[KMS key] (KMS 

キー) リストから選択してください。カスタム KMS キーの作成手順については、Amazon Web 
Services キー管理サービスデベロッパーガイドのキー作成をご参照ください。

d. リストにないカスタム KMS キーを使用、または別の Amazon Web Services アカウントのカス
タム KMS キーを使用する場合、[Enter the KMS key alias] (KMS キーのエイリアス入力) を選択
し、KMS キー Amazon リソースネーム (ARN) を入力します。

8. (任意) [Data key reuse period] (データキー再利用期間) について、1 分から 24 時間の範囲内で値を指
定します。デフォルトは 5 分です。詳細については、「データキー再利用期間について (p. 123)」
を参照してください。

9. SSE-KMS の設定が完了したら、保存を選択します。

デッドレターキュー(コンソール)を設定
デッドレターキューは、正常に消費されないメッセージに 1 つ以上のソースキューが使用できるキューで
す。詳細については、「Amazon SQSデッドレターキュー (p. 35)」を参照してください。

Amazon SQSはデッドレターキューを自動的に作成しません。デッドレターキューとして使用する前に、
最初にキューを作成する必要があります。

FIFOキューのデッドレターキューは、FIFOキューでもある必要があります。同様に、標準キューのデッド
レターキューは、標準キューでもある必要があります。

キューを作成 (p. 20)または編集する場合 (p. 22)、デッドレターキューを設定できます。

既存のキュー(コンソール)のデッドレターキューを設定する

1. Amazon SQSコンソールを開きますhttps://console.aws.amazon.com/sqs/。
2. ナビゲーションペインで [Queues(キュー)]を選択します。
3. キューを選択し、編集を選びます。
4. {デッドレターキュー}セクションをまでスクロールし、[Enabled (有効)]を選択します。
5. このソースキューに関連付ける既存のデッドレターキューの Amazon リソースネーム (ARN) を選択し

ます。
6. デッドレターキューに送信されるまでにメッセージを受信できる最大回数を設定するには、

{Maximum Receives}を 1から1,000 の値に設定します。

56

https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/create-keys.html
https://console.aws.amazon.com/sqs/


Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイド
デッドレターキューを設定します。

7. デッドレターキューの設定が完了したら、保存を選択します。

キューを保存すると、コンソールはキューの詳細ページを表示します。詳細ページでデッドレター
キュータブは、最大受信数そしてデッドレターキューのARNデッドレターキューを表示します。

デッドレターキューリドライブを設定します。(コ
ンソール)

デッドレターキューのリドライブは既存のデッドレターキューからスタンダードの未使用メッセージを
ソースキューに戻すことが設定できます。デッドレターキューリドライブの詳細については、デッドレ
ターキューからメッセージを移動するには (p. 38)を参照してください。

Note

デッドレターキューのリドライブを設定する手順は、Amazon SQS コンソールを使用して
のみ、Amazon SQS コンソールを使用してデッドレターキューのリドライブを設定する手順
は、Amazon SQS コンソールを使用して

既存のスタンダードキュー(コンソール)にデッドレターキューリドライブを設定

1. Amazon SQS コンソール を開きます https://console.aws.amazon.com/sqs/。
2. ナビゲーションペインで [Queues(キュー) ] を選択します。
3. デッドレターキュー (p. 56)として設定されたキューの名前を選択します。
4. DLQリドライブを開始するを選択する。
5. リドライブの設定に対してメッセージの送信先で、次のいずれかを実行します。

• メッセージをソースキューに戻すには、ソースキューにリドライブを選択します。
• メッセージを別のキューにリドライブするには、カスタム送信先にリドライブを選択します。次

に、既存の宛先キューのAmazonリソースネーム（ARNを入力します。
6. Velocityコントロール設定で、次のいずれかを選択します。

• システム最適化-デッドレターキューメッセージを1秒につき最大メッセージ数でリドライブしま
す。

• カスタム最大 velocity-1秒につきカスタム最大メッセージ数でデッドレターキューメッセージをリド
ライブします。許可される最大レートは1秒に500 メッセージです。
• Custom max velocityの小さな値から始めて、ソースキューがメッセージで溢れかえっていないこ

とを確認することをお勧めします。そこから、ソースキューの状態を監視しながら、カスタム最
大速度値を徐々に上げていきます。

7. デッドレターキューリドライブの設定が完了したら、メッセージをリドライブするを選択します。
Important

Amazon SQSでは、Amazon SQS コンソールのスタンダードキューに対してのみ、デッドレ
ターキューのリドライブをサポートしています。
Amazon SQSは、デッドレターキューからメッセージをリドライブするときにメッセージの
フィルタリングと変更をサポートしていません。
デッドレターキューのリドライブタスクは、最大36時間実行できます。Amazon SQS は、ア
カウントごとに最大 100 通のアクティブなリドライブタスクがサポートします。
リドライブタスクによって、保持期間がリセットされます。リドライブされたメッセージに
は新規のmessageIDそしてenqueueTimeが割り当てられます。

8. メッセージリドライブタスクをキャンセルする場合は、の詳細キューのページで、DLQリドライブを
キャンセルします。進行中のメッセージのリドライブをキャンセルすると、移動先キューにすでに正
常に移動されたメッセージは、移動先キューに残ります。
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デッドレターキューのリドライブを設定します。
ポリシーにアクセス権限を追加することで、特定のデッドレターキューアクションへのユーザーアクセス
を許可できます。デッドレターキューのリドライブに最低限必要なアクセス許可は、次のとおりです。

最小限必要なアクセ
ス権限

必要な API メソッド

メッセージのリドラ
イブを開始するには

• sqs:GetQueueAttributesデッドレターキュー
のsqs:ReceiveMessage、sqs:DeleteMessageおよびを追加します。デッ
ドレターキューが暗号化されている場合 (SSE (p. 117) キューとも呼ばれま
す)、kms:Decryptも必要です。

• sqs:SendMessage宛先キューのを追加します。宛先キューが暗号化されてい
る場合kms:GenerateDataKey、kms:Decryptこれも必須です。

進行中のメッセージ
のリドライブをキャ
ンセルするには

• sqs:GetQueueAttributesデッドレターキュー
のsqs:ReceiveMessage、sqs:DeleteMessageおよびを追加します。デッ
ドレターキューが暗号化されている場合 (SSE (p. 117) キューとも呼ばれま
す)、kms:Decryptも必要です。

メッセージの移動ス
テータスを表示する
には

• sqs:GetQueueAttributesデッドレターキューのを追加します。

暗号化されたキューペア (デッドレターキューのあるソースキュー) の権限を設定するには

ソースキューとそれに対応するデッドレターキューは、同じ KMS キーを共有する必要がありま
す (p. 120)。デッドレターキューのリドライブを設定するには、次の手順を使用してデッドレターキュー
のリドライブを設定します。

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. ナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。
3. 以下の権限を持つポリシーを作成し、ログイン IAM ユーザーまたはロールにアタッチします。

• sqs:ReceiveMessage
• sqs:DeleteMessage
• sqs:GetQueueAttributes
• デッドレターキューのResource arn (例:「arn: aws: 

sqs:<DLQ_region>:<DLQ_accountId>:<DLQ_name>」)
• sqs:SendMessage
• 送信先キューのResource arn (例:「arn: aws: sqs: <DestQueue _region>: <DestQueue 
_AccountId>: <DestQueue _name>「)

• kms:Decrypt復号アクションを許可します
• kms:GenerateDataKey
• KMSResource 暗号化キーのアーン (例:「arn: aws: kms:: key/#

<region><accountId><keyId_used to encrypt the message body>)

アクセスポリシーは、次のようになります。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
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  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "sqs:ReceiveMessage", 
        "sqs:DeleteMessage", 
        "sqs:GetQueueAttributes" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:sqs:<DLQ_region>:<DLQ_accountId>:<DLQ_name>" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "sqs:SendMessage", 
      "Resource": 
 "arn:aws:sqs:<DestQueue_region>:<DestQueue_accountId>:<DestQueue_name>" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "kms:Decrypt", 
        "kms:GenerateDataKey" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:kms:<region>:<accountId>:key/<keyId>" 
    } 
  ]
}

暗号化されていないキューペア (デッドレターキューのあるソースキュー) を使用して権限を設定
するには

次の手順を使用して、暗号化されていない標準のデッドレターキューの最小権限を設定します。最低限必
要な権限は、デッドレターキューからの属性の受信、削除、取得、およびソースキューに属性を送信する
ことです。

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. ナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。
3. 以下の権限を持つポリシーを作成し、ログイン IAM ユーザーまたはロールにアタッチします。

• sqs:ReceiveMessage
• sqs:DeleteMessage
• sqs:GetQueueAttributes
• デッドレターキューのResource arn (例:「arn: aws: 

sqs:<DLQ_region>:<DLQ_accountId>:<DLQ_name>」)
• sqs:SendMessage
• 送信先キューのResource arn (例:「arn: aws: sqs: <DestQueue _region>: <DestQueue 
_AccountId>: <DestQueue _name>「)

アクセスポリシーは、次のようになります。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "sqs:ReceiveMessage", 
        "sqs:DeleteMessage", 
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        "sqs:GetQueueAttributes" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:sqs:<DLQ_region>:<DLQ_accountId>:<DLQ_name>" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "sqs:SendMessage", 
      "Resource": 
 "arn:aws:sqs:<DestQueue_region>:<DestQueue_accountId>:<DestQueue_name>" 
    } 
  ]
}    

Amazon SQSキューのコスト配分タグの設定(コン
ソール)

Amazon SQSキューを整理および識別しやすくするために、コスト配分タグを追加することができます。
詳細については、「Amazon SQSコスト配分タグ (p. 32)」を参照してください。

キューの詳細ページでは、タグ付けタブには、キューのタグが表示されます。

キューを作成 (p. 20)または編集 (p. 22)する場合は、そのタグを設定できます。

既存のキューのタグを設定するには(コンソール)

1. Amazon SQSコンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/sqs/。
2. ナビゲーションペインで [Queues(キュー)]を選択します。
3. キューを選択し、編集を選択します。
4. タグセクションまでスクロールします。
5. キュータグを追加、変更、または削除するには

a. タグを追加するには、{新しタグを追加}を選択して{キーを}と{値}を入力し、{新しいタグの追加}
を選択します。

b. タグを更新するには、変更します。キーと値を変更します。
c. タグを削除するには、キー値ペアの横にある {削除} を選択します。

6. タグの設定が完了したら、保存を選択します。

Amazon SNSトピックへ Amazon SQSキューをサ
ブスクライブする（コンソール）

1 つ以上の Amazon SQS キューを Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックにサブス
クライブできます。メッセージがトピックに発行されると、Amazon SNSはサブスクライブされたすべて
のキューにメッセージを送信します。Amazon SQSは、サブスクリプションと必要なアクセス許可を管理
します。Amazon SNS の詳細については、Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイドの、
「Amazon SNS とは」を参照してください。

Amazon SQSキューをSNSトピックにサブスクライブすると、Amazon SNSはHTTPSを使用してAmazon 
SQSにメッセージを転送します。暗号化された Amazon SQSキューでの Amazon SNS の使用について
は、「AWS のサービスのKMSアクセス許可の設定 (p. 120)」を参照してください。
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Important

Amazon SQS は 20 個の個の個のステートメントをサポートしています。Amazon SNS トピック
にサブスクライブします。この金額を超えると、トピックサブスクリプションの配信が失敗しま
す。

キューをSNSにトピックにサブスクライブするには（コンソール）

1. Amazon SQSコンソールを開きます https://console.aws.amazon.com/sqs/ 。
2. ナビゲーションペインで [Queues(キュー)] を選択します。
3. キューの一覧から、SNSトピックをサブスクライブするキューを選択します。
4. {アクション} メニューから、[Amazon SNSトピックにサブスクライブする] を選択します。
5. このキューで使用できる Amazon SNSトピックを特定するメニューから、キューのSNSトピックを選

択します。

SNSトピックがメニューに表示されていない場合は、Amazon SNSトピックARNと入力し、次に、ト
ピックのAmazon リソースネーム (ARN) を入力します。

6. [Save] (保存) を選択します。
7. サブスクリプションの結果を検証するには、トピックに発行し、トピックからキューに送信された

メッセージを確認できます。詳細については、Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイ
ドの「Amazon SNS メッセージの発行」を参照してください。

Amazon SQSキューと SNSトピックが異なる場合AWS アカウントでは、トピックの所有者はまずサブス
クリプションを確認する必要があります。詳細については、Amazon Simple Notification Service デベロッ
パーガイドの「Amazon SNSトピックへのサブスクライブ」を参照してください。

クロスリージョン SNSトピックのサブスクライブについては、Amazon Simple Notification Service デベ
ロッパーガイドのAmazon SNSメッセージをAmazon SQSキューに送信するかAWS Lambda別のリージョ
ンでの機能を参照してください。

AWS Lambda 関数（コンソール)をトリガーするた
めのキューの設定

Amazon SQSキューのメッセージを処理するAWS Lambda 関数を使用することができます。Lambda は
キューをポーリングし、Lambda関数を、キューメッセージを含むイベントと共に同期的に呼び出しま
す。関数がレコードの各バッチを処理するために十分な時間を取るため、ソースキューの可視性タイムア
ウトは、関数に設定したタイムアウトの少なくとも 6 倍にに設定してください。追加の時間は、関数が前
のバッチの処理中にスロットリングされた場合に、Lambda が再試行することを可能にします。

Lambda関数が処理できないメッセージのデッドレターキューとして動作する別のキューを指定すること
ができます。

Lambda関数は、複数のキューから項目を処理できます(各キューに対して1つのLambda イベントソースを
使用)。複数のLambda関数で同じキューを使用できます。

暗号化されたキューを Lambda関数に関連付けても Lambda がメッセージをポーリングしない場合
は、kms:DecryptLambda 実行ロールへのアクセスを許可します。

以下の制限があることに注意してください:

• キューと Lambda 関数は同じ AWS リージョンに存在する必要があります。
• デフォルトキー (Amazon SQS の AWS マネージド KMS キー) を使用した暗号化された

キュー (p. 117)は、別な AWS アカウント の Lambda 関数を呼び出せません。
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Lambda 関数の実装については、AWS Lambda デベロッパーガイドの Amazon SQS で AWS Lambda の
使用をご参照ください。

前提条件
Lambda 関数のトリガーを設定する場合、以下の要件を満たしていることが必要です:

• ユーザーを使用する場合、Amazon SQSロールに以下のアクセス許可が含まれている必要があります。
• lambda:CreateEventSourceMapping
• lambda:ListEventSourceMappings
• lambda:ListFunctions

• Lambda実行ロールに以下のアクセス許可が含まれている必要があります。
• sqs:DeleteMessage
• sqs:GetQueueAttributes
• sqs:ReceiveMessage

• 暗号化されたキューを Lambda 関数に関連付ける場合は、kms:DecryptLambda 実行ロールへのアク
セス許可をする必要があります。

詳細については、「Amazon SQS でのアクセス管理の概要 (p. 130)」を参照してください。

Lambda関数(コンソール)をトリガーするためにキューを設定

1. Amazon SQSコンソール を開きますhttps://console.aws.amazon.com/sqs/。
2. ナビゲーションペインで [Queues(キュー) ] を選択します。
3. [キュー]ページで、設定するキューを選択します。
4. キューのページでLambdaトリガータブを選択します。
5. Lambdaトリガーページで、Lambda トリガーを選択します。

リストに、必要な Lambdaトリガーが含まれていない場合は、Lambda関数トリガーを設定するを選
択します。Lambda関数のAmazon リソースネーム (ARN)を入力するか、既存のリソースを選択しま
す。次に、[Save]を選択します。

6. [Save] (保存) を選択します。コンソールは設定を保存し、キューのの詳細ページを表示します。

詳細ページでLambda トリガータブに Lambda 関数とそのステータスが表示されます。Lambda関数
がキューに関連付けられるまで約1分かかります。

7. 設定の結果を確認するには、キューにメッセージを送信 (p. 21)して、トリガーされたLambdaコン
ソールの Lambda関数が表示できます。

属性を含むメッセージの送信（コンソール）
スタンダードとFIFOキューの場合、構造化メタデータ(タイムスタンプ、地理空間データ、署名、識別子な
ど) をメッセージに含めることができます。詳細については、「Amazon SQS メッセージ属性 (p. 29)」を
参照してください。

属性を含むメッセージをキューに送信するには（コンソール）

1. Amazon SQSコンソールを開きます。 https://console.aws.amazon.com/sqs/。
2. ナビゲーションペインで [Queues(キュー)]を選択します。
3. キュー ページで、キュー を選択します。
4. メッセージの送信と受信を選択します。
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5. メッセージ属性のパラメータを入力します。

a. {名前テキストボックス}に、[固有の名前]を256文字以下で(入力)します。
b. 属性タイプについては、文字列、数値、 またはバイナリを選択します。
c. (オプション) カスタムデータタイプを入力します。たとえば、byte、int、 またはfloatのカス

タムデータタイプとして数値を追加することができます。
d. {値]}テキストボックスに、[メッセージ属性の値]を(入力)します。

6. 属性を追加するには、{属性の追加} を(選択)します。

7. メッセージを送信する前に属性の値をいつでも変更することができます。
8. 属性を削除するには、{削除}を(選択)します。最初の属性を削除するには、{メッセージ属性}を(選択)

します。
9. メッセージへの属性の追加を終了したら、{メッセージの送信} を(選択)します。メッセージが送信さ

れ、コンソールに成功メッセージが表示されます。送信したメッセージのメッセージ属性に関する情
報を表示するには、{詳細を表示}を選択します。{実行}を（選択）してメッセージの詳細ダイアログ
ボックス閉じます。
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Amazon SQS クォータ
このトピックでは、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 内のクォータのリストです。

トピック
• キューに関連するクォータ (p. 64)
• メッセージに関連するクォータ (p. 65)
• ポリシーに関連するクォータ (p. 68)

キューに関連するクォータ
次の表に、キューに関連するクォータの一覧を示します。

クォータ 説明

遅延キュー キューのデフォルト（最小）遅延は0秒です。最大は15分で
す。

表示されたキュー ListQueues リクエストあたり1,000キュー。

ロングポーリングの待ち時間 ロングポーリングの最大待機時間は20秒です。

メッセージグループ FIFOキュー内のメッセージグループの数にクォータはありま
せん。

キューあたりのメッセージ（バックロ
グ）

Amazon SQSキューに保存できるメッセージ数は無制限で
す。

ほとんどのスタンダードキューでは (キュートラフィックと
メッセージバックログにより異なります)、最大120,000通の
保留メッセージが存在の可能性があります。ショートポー
リング (p. 34)を使用している場合、このクォータに達する
と、Amazon SQS はOverLimitエラーメッセージをし返
信します。ロングポーリング (p. 34)を使用している場合、 
Amazon SQSはエラーメッセージを返しません。クォータに
到達しないように、処理されたメッセージはキューから削除
する必要があります。メッセージの処理に使用するキューの
数を増やすこともできます。クォータの引き上げをリクエス
トするには、サポートリクエストを送信します。

キューあたりのメッセージ（処理注）

FIFOキューでは、最大 20,000通のインフライトメッセージ 
(コンシューマがキューから受信して、キューから削除されて
いないもの) が存在する可能性があります。このクォータに届
いた場合、Amazon SQSはエラーメッセージを返しません。

キュー名 キュー名には最大80文字を使用できます。次の文字を使用で
きます:英数字、ハイフン (-)、およびアンダースコア (_).

Note

キューの名前では、大文字と小文字が区別されます 
(たとえば、Test-queueとtest-queueは異なる
キューです)。
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クォータ 説明

FIFOキュー名は .fifo サフィックスで終わる必要がありま
す。サフィックスは80文字のキュー名クォータにカウントさ
れます。キューがあるかどうかを確認するにはFIFO (p. 9)で
は、キュー名の末尾がサフィックスで終わるかどうかを
チェックできます。

50個を超えるタグをキューに追加することはお勧めしませ
ん。タグ付けは、UTF-8 の Unicode 文字がサポートされてい
ます。

タグKeyは必須ですが、タグValueはオプションです。

タグKeyとタグValueの大文字と小文字は区別されます。

タグKeyとタグValueには、UTF-8のUnicode 英数字と空
白を含めることができます。次の特殊文字を使用できま
す。_ . : / = + - @

タグKeyまたはタグValueには、予約済みプレフィックス
のaws:を含めることはできません (このプレフィックスが付
いているタグキーやタグ値は削除できません)。

タグKeyの最大長はUTF-8で128Unicode文字です。タ
グKeyを空またはnullにすることはできません。

タグValueの最大長はUTF-8で256Unicode文字です。タ
グValueを空またはnullにすることはできません。

キューのタグ

タグ付けアクションは、AWS アカウント 1つにつき30TPSに
制限されています。アプリケーションでより高いスループッ
トが必要な場合、リクエストを送信します。。

メッセージに関連するクォータ
次の表に、メッセージに関連するクォータの一覧を示します。

クォータ 説明

バッチ処理されたメッセージ ID バッチ処理されたメッセージ ID には最大80文字を使用でき
ます。次の文字を使用できます。英数字、ハイフン (-)、およ
びアンダースコア (_).

メッセージ属性 メッセージには、最大10個のメタデータ属性を含めることが
できます。

メッセージバッチ ひとつのメッセージBatchリクエストに最大10個の
メッセージを含めることができます。詳細について
は、amazonSQSBufferedAsyncClient (p. 200) セクションの
Amazon SQSのバッチアクション (p. 198) を参照してくだ
さい。

メッセージの内容 メッセージには、XML、JSON、およびフォーマットされて
いないテキストのみを含めることができます。次の Unicode 
文字を使用できます。#x9 | #xA | #xD | #x20から#xD7FF |
#xE000から#xFFFD | #x10000から#x10FFFF
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クォータ 説明
この一覧に含まれていない文字は、すべて拒否されます。詳
細については、文字に関するW3C仕様を参照してください。

メッセージグループ ID 同じメッセージグループ IDを持つメッセージのラージバック
ログを構築しないように (p. 74)、バックログからメッセー
ジを消費します。

MessageGroupIdはFIFOキューには必須です。これをスタ
ンダードキューには使用できません。

空でないMessageGroupIdメッセージ付きを関連づける必要
があります。MessageGroupIdを指定しない場合、アクショ
ンは失敗します。

MessageGroupIdの最大長は128文字です。有効な値:英数字
と句読点(!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~)。

メッセージの保持 デフォルトでは、メッセージは4日間保持されます。最小の期
間は60秒(1分) です。最大は1,209,600秒(14日)です。

スタンダードキューは、API アクション 
(SendMessage、ReceiveMessage、または
DeleteMessage) ごとに1秒あたりほぼ無制限の API コール
をサポートします。

メッセージのスループット

FIFOキュー

• FIFO キューは、API アクション (SendMessage、、およ
びDeleteMessage) 1 秒あたり 300 トランザクションの
クォータをサポートします。ReceiveMessage

• バッチ処理を使用する場合、FIFO キュー
はSendMessageReceiveMessage APIアクションごと
に1秒あたり1,000通のトランザクションをサポートしま
す。DeleteMessage1秒につき3,000通のトランザクショ
ンは 300回の API コールを表し、それぞれに10個のメッ
セージのバメッセージのバメッセージのバメッセージのバ
メッセージのバメッセージのバメッセージのバメッセージ
のバメッセージのバメッセージのバ クォータの引き上げを
リクエストするには、サポートリクエストを送信します。
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クォータ 説明

FIFOキューの高スループット (p. 13)

• バッチ処理なし (SendMessage、ReceiveMessageおよ
びDeleteMessage) の場合、FIFO キューの高スループッ
トは、米国東部 (バージニア北部)、米国東部 (オハイオ)、
米国西部 (オレゴン)、欧州 (フランクフルト)、および欧州 
(アイルランド) の各リージョンで1秒あたり1秒あたり1,000
通のトランザクションをサポートします。

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 (シドニー)、アジアパシ
フィック (東京) の各リージョンでは、APIアクションごと
に1秒あたり3,000通のトランザクションは、APIアクショ
ンごとに1秒あたり3,000通のトランザクションごとに1秒あ
たり3,000通のトランザクションは、APIアクションごとに
1秒あたり3,000通のトランザクションです。

最大スループットを得るためには、バッチ処理なしで送信
されるメッセージに使用するメッセージグループIDの数を
増やします。

• バッチ処理 API (SendMessageBatch と
DeleteMessageBatch) を使用すると、スループットを 1 
秒あたり 60,000 メッセージに増やすことができます。1 秒
あたり 60,000 メッセージは、1 秒あたり 6,000 トランザ
クションを表し、各トランザクションで 10 メッセージの
バッチがあります。使用時に最大スループットを達成する
にはSendMessageBatchそしてDeleteMessageBatchで
は、batchリクエスト内のすべてのメッセージに、同じメッ
セージグループ ID を使用する必要があります。

詳細については、「SQS FIFOキューの高スループットを
実現するパーティションとデータ分散 (p. 13)」を参照して
ください。

• 他のすべてのAWSリージョンの最大スループットは、API 
アクションごとに1秒あたり1,500通（バッチ処理なし）ま
たは15,000通（バッチ処理を使用）です。

メッセージタイマー メッセージのデフォルト（最小）遅延は0秒です。最大は15
分です。

メッセージサイズ 最小メッセージサイズは1バイト(1文字) です。最大は
26,144,144KB (256K) です。

256KBを上回るメッセージを送信するには、Amazon SQS ク
ライアントライブラリ Java用 JKBBBBを上回るメッセージ
を送信するには、Amazon SQS 拡張クライアントライブラリ 
Java用 JKBBBを上回るメッセージを送信します。このライブ
ラリでは、 Amazon SQSのメッセージペイロードAmazon S3
へのリファレンスを含むメッセージを送信できます。最大ペ
イロードサイズは2GBです。

メッセージ可視性タイムアウト デフォルトの可視性タイムアウトは30秒です。最小は0秒で
す。最大は12時間です。

67

https://github.com/awslabs/amazon-sqs-java-extended-client-lib
https://github.com/awslabs/amazon-sqs-java-extended-client-lib


Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイド
ポリシーに関連するクォータ

クォータ 説明

ポリシー情報 最大クォータは8,192バイト、20ステートメント、50プリン
シパル、または 10条件になります。詳細については、「ポリ
シーに関連するクォータ (p. 68)」を参照してください。

ポリシーに関連するクォータ
次の表に、ポリシーに関連するクォータの一覧を示します。

名前 [Maximum] (最大)

バイト 8,192

条件 10

プリンシパル 50

ステートメント 20

ステートメントあたりのアクション 7
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Amazon SQS のベストプラクティス
これらのベストプラクティスは Amazon SQS を最大限活用する役に立ちます。

トピック
• Amazon SQS 標準および FIFOキューに関する推奨事項 (p. 69)
• Amazon SQS FIFOキューのその他の推奨事項 (p. 72)

Amazon SQS 標準および FIFOキューに関する推奨
事項

次のベストプラクティスは、Amazon SQS を使用してコストを削減し、効率的にメッセージを処理するの
に役立ちます。

トピック
• Amazon SQSメッセージの操作 (p. 69)
• Amazon SQSコストを削減する (p. 71)
• Amazon SQSスタンダード キューからFIFOキューへの移行 (p. 72)

Amazon SQSメッセージの操作
次のガイドラインは、Amazon SQSを使用して効率的にメッセージを処理するのに役立ちます。

トピック
• タイムリーな方法でのメッセージの処理 (p. 69)
• リクエストエラーの処理 (p. 70)
• ロングポーリングのセットアップ (p. 70)
• 問題のあるメッセージのキャプチャ (p. 71)
• デッドレターキューの保持の設定 (p. 71)
• メッセージ処理の不整合の回避 (p. 71)
• リクエストと応答システムの実装 (p. 71)

タイムリーな方法でのメッセージの処理
可視性タイムアウトの設定は、アプリケーションがメッセージを処理し、削除するのにかかる時間によっ
て異なります。たとえば、アプリケーションでメッセージを処理するには 10 秒必要だが、可視性タイム
アウトを 15 分に設定した場合、前のメッセージ処理に失敗すると、再度処理されるまでに長時間待つ必
要があります。または、アプリケーションでメッセージを処理するには 10 秒必要だが、可視性タイムア
ウトを 2 秒に設定した場合は、元のコンシューマーがメッセージを処理している間に別のコンシューマー
より重複メッセージが送信されます。

メッセージの処理に十分な時間を確保するために、次のいずれかの方法を使用します:

• メッセージの処理にかかる時間がわかっている (または合理的に見積もることができる) 場合は、メッ
セージの可視性タイムアウトを、メッセージの処理と削除にかかる最大時間に拡張します。詳細につい
ては、{可視性タイムアウトの構成 (p. 41)｝を参照してください。
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• メッセージの処理にかかる時間がわからない場合は、コンシューマプロセスについてハートビートを作
成:初期可視性タイムアウト (2 分など) を特定し、コンシューマがメッセージで作業している限り、可視
性タイムアウトを 1 分ごとに 2 分延長します。

Important

最大可視性タイムアウトは、ReceiveMessageAmazon SQS がメッセージを受信してから 12 
時間です。可視性タイムアウトを延長しても、12時間という最大時間はリセットされません。
さらに、ReceiveMessageリクエストによってタイマーが開始されるため、個々のメッセー
ジのタイムアウトを12時間（43,200秒など）に設定できない場合があります。たとえば、
メッセージを受け取った直後に 43,200ChangeMessageVisibility 秒のコールを送信して
最大 12 時間に設定した場合、失敗する可能性があります。VisibilityTimeoutただし、
経由でメッセージを要求してから可視性タイムアウトを更新するまでに大幅な遅延がない限
りReceiveMessage、43,195秒の値を使用しても問題ありません。コンシューマーが 12 時間
以上必要とする場合は、Step Functionsの使用を検討してください。

リクエストエラーの処理
リクエストのエラーを処理するには、次の方法のいずれかを使用します:

• AWSSDK を使用している場合、既にある自動的な再試行およびバックオフロジックを自由に活用できま
す。詳細については、「Amazon Web Services 全般のリファレンス」の「エラーの再試行と AWS での
エクスポネンシャルバックオフ」を参照してください。

• AWS再試行とバックオフにSDKの機能を使用しない場合は、{Amazon SQS} からメッセージ、タイムア
ウト、またはエラーメッセージが受信されなかった後で、一時停止 (たとえば、200ms) してから、[再試
行とバックオフ] を再試行できます。ReceiveMessage同じ結果が得られる ReceiveMessage をそれ以
降に使用するには、それよりも長い一時停止 (たとえば、400ms) を許可します。

ロングポーリングのセットアップ
待ち時間がいつになるかReceiveMessageAPI アクションが0より大きい場合ロングポーリングが
有効です。長いポーリングの最大待機時間は20秒です。ロングポーリングは、空のレスポンス
(ReceiveMessagerequestに対して利用可能なメッセージが含まれていない場合）や偽のレスポンス（利
用可能であってもレスポンスに含まれない場合）の数を減らすことにより Amazon SQS を使用するコス
トを削減することに役立ちます。詳細については、「Amazon SQS ショートポーリングとロングポーリン
グ (p. 33)」を参照してください。

最適なメッセージ処理を行うには、次の方法を使用します。

• ほとんどの場合、ReceiveMessage 待機時間を 20 秒に設定します。アプリケーションの設定時間とし
て 20 秒が長すぎる場合は、ReceiveMessage 待機時間の値を小さくします (最小 1 秒)。Amazon SQS 
へのアクセスに AWS SDK を使用しない場合、または AWS SDK に短い待機時間を設定する場合は、
長いリクエストを許可するように、またはロングポーリングに短い待機時間を使用するようにAmazon 
SQS クライアントを変更する必要がある場合があります。

• 複数のキューにロングポーリングを実行する場合は、すべてのキューに単一スレッドを使用せずに、
キューごとに 1 つのスレッドを使用します。キューごとに 1 つのスレッドを使用した場合は、メッセー
ジが使用可能になると、アプリケーションはキューごとにメッセージを処理できるのに対し、複数の
キューを単一スレッドでポーリングすると、使用可能なメッセージがないキューを待機 (最大 20 秒) し
ている間、アプリケーションは他のキューで使用可能なメッセージを処理できません。

Important

HTTP エラーを回避するには、ReceiveMessage リクエストの HTTP レスポンスタイムアウト
が WaitTimeSeconds パラメータよりも長いことを確認してください。詳細については、を参照
してくださいReceiveMessage。
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問題のあるメッセージのキャプチャ
処理できないすべてのメッセージをキャプチャし、正確さを確保するには、 CloudWatch [デッドレター
キュー (p. 35)] を設定します。

• Redrive ポリシーは、ソースキューがメッセージの処理の失敗を指定回数繰り返した後に、デッドレ
ターキューにメッセージをリダイレクトします。

• デッドレターキューを使用するとメッセージ数が減少し、ポイズンピルメッセージ (受信されたが処理
できないメッセージ) が発生する可能性が低下します。

• キューにポイズンピルメッセージを含めると、ポイズンピルメッセージの期間が正しく表示されない
ため、ApproximateAgeOfOldestMessage (p. 183) CloudWatchメトリクスが歪む可能性がありま
す。デッドレターキューを設定すると、このメトリクスを使用する場合の誤ったアラームの回避に役立
ちます。

デッドレターキューの保持の設定
メッセージの有効期限切れは、常に元のエンキューのタイムスタンプに基づきます。デッドレターキュー
に移動すると、エンキューのタイムスタンプは変更されません。ApproximateAgeOfOldestMessageメ
トリックは、メッセージが最初に送信された日ではなく、メッセージがデッドレターキューに移動した日
を示します。たとえば、メッセージがデッドレターキューに移動される前に、元のキューで1日費やすと仮
定します。デッドレターキューの保持期間が4日間である場合、メッセージは3日後にデッドレターキュー
から削除され、ApproximateAgeOfOldestMessageは3日間です。したがって、デッドレターキューの
保持期間を、元のキューの保持期間よりも長く設定することがベストプラクティスです。

メッセージ処理の不整合の回避
Amazon SQS は分散システムであるため、ReceiveMessage API メソッド呼び出しから正常に戻るとき
にAmazon SQS がメッセージを配信済みとマークしても、コンシューマーはメッセージを受信しない可能
性があります。この場合、Amazon SQSはコンシューマーがメッセージを受信していない場合でも、少な
くとも 1 回はメッセージを配信済みとして記録します。これらの状況ではメッセージの配信は再試行され
ないため、デッドレターキュー (p. 35)の最大受信数を 1 に設定することはお勧めしません。

リクエストと応答システムの実装
リクエストと応答またはリモートプロシージャ呼び出し (RPC) システムを実行するときは、次のベストプ
ラクティスに留意してください:

• メッセージごとに返信キューを作成しないでください。代わりに、起動時にプロデューサーごとに返信
キューを作成し、相関 ID メッセージ属性を使用して返信をリクエストにマッピングします。

• プロデューサーで返信キューを共有しないでください。共有した場合、プロデューサーは他のプロ
デューサー向けの応答メッセージを受信する可能性があります。

Temporary Queue Client を使用したリクエスト/応答パターンの実行の詳細については、「リクエスト–レ
スポンスメッセージングパターン(仮想キュー) (p. 44)」を参照してください。

Amazon SQSコストを削減する
次のベストプラクティスは、コストの削減や効率的なメッセージ処理に役立つだけでなく、ほぼ即時のレ
スポンスをもたらします。

メッセージアクションのバッチ処理
コストを削減するには、メッセージのアクションをバッチ処理します:
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• メッセージを送信、受信、および削除し、1 つのアクションで複数のメッセージのメッセージ可視性タ
イムアウトを変更するには、Amazon SQS バッチ API アクション (p. 198)を使用します。

• クライアント側のバッファリングとリクエストのバッチ処理を組み合わせるには、に含まれるバッファ
された非同期クライアント (p. 199)とAWS SDK for Java一緒にロングポーリングを使用します。

Note

Amazon SQS バッファリング非同期クライアントは現在 FIFOキューをサポートしていませ
ん。

適切なポーリングモードの使用
• ロングポーリングにより、Amazon SQSキューからメッセージが利用可能になるとすぐに処理すること

ができます。
• Amazon SQS の使用でコストを削減し、空のキューでの空の受信数 (メッセージを返さない
ReceiveMessage アクションへのレスポンス) を減らすには、ロングポーリングを有効にします。詳
細については、「Amazon SQS ロングポーリング (p. 33)」を参照してください。

• 複数の受信により、複数のスレッドをポーリングする際の効率を高めるには、スレッド数を減らしま
す。

• ロングポーリングは、ほとんどの場合にショートポーリングよりも推奨されます。
• ショートポーリングは、ポーリングされたAmazon SQSキューが空の場合でも、すぐにレスポンスを返

します。
• ReceiveMessage リクエストへの即時のレスポンスが期待されるアプリケーションの要件を満たす

には、ショートポーリングを使用します。
• ショートポーリングはロングポーリングと同じように請求されます。

Amazon SQSスタンダード キューからFIFOキューへ
の移行
各メッセージに DelaySeconds パラメータを設定していない場合は、送信されたメッセージごとのメッ
セージグループ ID を指定してFIFOキューに移行できます。

詳細については、「スタンダード キューからFIFOキューへの移行 (p. 12)」を参照してください。

Amazon SQS FIFOキューのその他の推奨事項
次のベストプラクティスは、メッセージ重複排除 ID とメッセージグループ ID を最適に使用
するのに役立ちます。詳細については、{Amazon Simple キュー Service API リファレンス}の
[SendMessageとSendMessageBatchアクション]を参照してください。

トピック
• Amazon SQSメッセージ重複排除ID の使用 (p. 73)
• Amazon SQSメッセージグループ ID の使用 (p. 74)
• Amazon SQS受信リクエスト試行 ID の使用 (p. 75)
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Amazon SQSメッセージ重複排除ID の使用
メッセージ重複排除ID は、送信されたメッセージの重複排除に使用されるトークンです。特定のメッセー
ジ重複除外ID を持つメッセージが正常に送信されると、同じメッセージ重複除外ID で送信されたメッセー
ジは正常に受け入れられますが、5分間の重複除外間隔では配信されません。

Note

メッセージの重複除外は、個別のメッセージグループではなく、キュー全体に適用されます。
Amazon SQS は、メッセージを受信して削除した後も、メッセージの重複排除 ID を追跡し続け
ます。

メッセージ重複排除ID の提供
プロデューサーは以下のシナリオにおいて各メッセージの重複排除ID 値を提供する必要があります:

• Amazon SQSで一意として扱う必要があるメッセージは同一メッセージ本文で送信されるメッセージ。
• Amazon SQSで一意として扱う必要がある同一の内容で異なるメッセージ属性で送信されるメッセー

ジ。
• Amazon SQSで重複として扱う必要がある異なる内容 (たとえば、メッセージ本文に再試行回数が含ま

れる) で送信されるメッセージ。

シングルプロデューサー/コンシューマーシステムにおける重複
排除を有効にする。
プロデューサーとコンシューマーがそれぞれ単一であり、メッセージ本文にアプリケーション固有のメッ
セージ ID が含まれているためメッセージが一意である場合は、次のベストプラクティスに従います。

• キューでコンテンツベースの重複排除を有効にします (メッセージ本文がそれぞれ一意)。プロデュー
サーはメッセージ重複排除 ID を省略できます。

• コンシューマーでは各リクエストに対する受信リクエスト試行 ID は必須ではありませんが、失敗再試行
シーケンスの実行が速くなるため、これがベストプラクティスです。

• FIFOキュー内のメッセージの順序が妨げられることはないのでリクエストの送信や受信は再試行できま
す。

停止の復旧シナリオを考慮した設計
FIFOキューの重複排除プロセスでは、時間的制約があります。アプリケーションを設計するときは、プロ
デューサーとコンシューマーの両方で、クライアントのケースやネットワークが停止した場合に復旧でき
るようにします。

• プロデューサーは、キューの重複排除間隔を認識する必要があります。Amazon SQS には、重複排除間
隔があります。重複排除間隔の期限後に SendMessage リクエストを再試行すると、キューに重複メッ
セージが作成される場合があります。たとえば、車内からモバイルデバイスで、順番が重要なメッセー
ジを送信するとします。確認を受信する前に車が一定時間モバイル接続を失った場合、モバイル接続が
回復した後もう一度リクエストを再試行すると、重複が発生します。

• コンシューマーには、可視性タイムアウトが切れる前にメッセージを処理できなくなるリスクを最小化
する可視性タイムアウトが必要です。ChangeMessageVisibility アクションをコールして、メッ
セージが処理されている間に可視性タイムアウトを延長できます。ただし、可視性タイムアウトの期限
が切れると、別のコンシューマーがすぐにメッセージの処理を開始するため、1 つのメッセージが複数
回処理されてしまいます。このシナリオを回避するには、デッドレターキュー (p. 35)を設定します。
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可視性タイムアウトの操作
最適なパフォーマンスを得るには、AWSSDK 読み取りタイムアウトより大きな可視性タイムアウ
ト (p. 39)を設定します。これは、ショートポーリング (p. 34)またはロングポーリングで使用され
るReceiveMessageAPI アクションの場合に使用されます (p. 33)。

Amazon SQSメッセージグループ ID の使用
MessageGroupIdは、メッセージが特定のメッセージグループに属することを指定するタグです。同じ
メッセージグループに属するメッセージは、常にメッセージグループに対して厳密な順序で 1 つずつ処理
されます（ただし、異なるメッセージグループに属するメッセージは、順不同に処理されます）。

複数の順序付けされたメッセージグループのインターリーブ
単一のFIFO キューに複数の順序付けされたメッセージグループをインターリーブするには、メッセージ
グループ ID 値を使用します (たとえば、複数のユーザーによるセッションデータ)。このシナリオでは、複
数のコンシューマーでキューを処理できますが、各ユーザーのセッションデータはFIFO方式で処理されま
す。

Note

特定のメッセージグループ ID に属するメッセージが表示されない場合、他のコンシューマーでも
同じメッセージグループ ID のメッセージを処理できません。

マルチプロデューサー-コンシューマーシステムでの重複処理の
回避
順序よりもスループットやレイテンシーが重要な場合に、システム内で複数のプロデューサーおよびコン
シューマーが重複メッセージを処理することを避けるには、プロデューサーがメッセージごとに一意の
メッセージグループ ID を生成する必要があります。

Note

このシナリオでは、重複は削除されます。ただし、メッセージの順序は保証できません。
複数のプロデューサーとコンシューマーを使用するシナリオでは、あるワーカーが可視性タイム
アウト内にメッセージを処理せず、他のワーカーがそのメッセージを使用できるようになった場
合、意図せず重複メッセージを配信するリスクは増大します。

同じメッセージグループ ID を持つメッセージの大きなバックロ
グを回避する
FIFOキューでは、最大 20,000通のインフライトメッセージ (コンシューマがキューから受信して、キュー
から削除されていないもの) が存在する可能性があります。このクォータに達した場合、Amazon SQS は
エラーメッセージを返信しません。FIFOキューは、最初の 20k メッセージを検索して、使用可能なメッ
セージグループを判別します。つまり、1 つのメッセージグループにメッセージのバックログがある場
合、バックログからメッセージを正常に消費するまで、後からキューに送信された他のメッセージグルー
プからのメッセージを使用することはできません。

Note

コンシューマーがメッセージを正常に処理できないために、同じメッセージグループ ID を持つ
メッセージのバックログが構築される場合があります。メッセージ処理の問題は、メッセージの
内容に関する問題、またはコンシューマーに関する技術的な問題が原因で発生する可能性があり
ます。
繰り返し処理できないメッセージを移動し、同じメッセージグループ ID を持つ他のメッセージの
処理のブロックを解除するには、デッドレターキュー (p. 35)ポリシーを設定することを検討して
ください。
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仮想キューでの同じメッセージグループ ID の再使用を避ける
同じホストキューを持つ異なる仮想キュー (p. 43)に送られた同じメッセージグループ ID を持つメッセー
ジが互いにブロックされるのを防ぐために、仮想キューで同じメッセージグループ ID をに再使用しないよ
うにしてください。

Amazon SQS受信リクエスト試行 ID の使用
受信リクエスト試行 ID は、重複排除に使用されるトークンです。ReceiveMessageを呼び出します。

SDK とAmazon SQSの間に接続性の問題が生じるような長期のネットワーク停止中は、受信リクエスト試
行 ID を指定して、SDK オペレーションが失敗した場合に同じ受信リクエスト試行 ID を使用して再試行す
るのがベストプラクティスです。
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Amazon SQS Java SDK の例
♪AWS SDK for JavaAmazon Simple Queue Service (Amazon SQS) およびその他と対話する Java アプリ
ケーションを構築するAWSのサービス。SDK をインストールしてセットアップするには、を参照してくだ
さい。開始方法のAWS SDK for Java 2.xデベロッパーガイド。

キューの作成方法やメッセージの送信方法など、基本的な Amazon SQS キューオペレーションの例につい
ては、「」を参照してください。Amazon SQS メッセージキューの使用のAWS SDK for Java 2.xデベロッ
パーガイド。

このトピックの例では、サーバー側の暗号化 (SSE)、コスト配分タグ、メッセージ属性など、Amazon 
SQS の追加機能について説明します。

トピック
• サーバー側の暗号化 (SSE) の使用 (p. 76)
• キューにタグを設定する  (p. 78)
• メッセージ属性の送信 (p. 79)
• Amazon S3を使用した大量のAmazon SQSメッセージの管理 (p. 81)

サーバー側の暗号化 (SSE) の使用
AWS SDK for Java を使用して Amazon SQS キューにサーバー側の暗号化 (SSE) を追加できます。各
キューは AWS Key Management Service (AWS KMS) KMS キーを使用してデータ暗号化キーを生成しま
す。この例では AWS Amazon SQS のマネージド KMS キーを使用します。SSE および KMS キーのロー
ルの使用における詳しい情報については、「保管中の暗号化 (p. 117)」をご参照ください。

既存のキューに SSE を追加
既存のキューにサーバー側の暗号化を有効にする場合、SetQueueAttributes メソッドで
KmsMasterKeyId 属性を設定します。

以下のコード例では、AWS KMS key を Amazon SQS の AWS マネージド KMS キーとして設定します。
また、この例では、AWS KMS key 再利用期間 (p. 118)を 140 秒に設定します。

サンプルコードを実行する前に AWS の認証情報を設定したことをご確認ください。詳しい情報について
は、AWS SDK for Java 2.x デベロッパーガイドの開発用 AWS の認証情報およびリージョンのセットアッ
プをご参照ください。

// Create an SqsClient for the specified Region.
SqsClient sqsClient = SqsClient.builder().region(Region.US_WEST_1).build();

// Get the URL of your queue.
String myQueueName = "my queue";     
GetQueueUrlResponse getQueueUrlResponse = 
              
 sqsClient.getQueueUrl(GetQueueUrlRequest.builder().queueName(myQueueName).build());
String queueUrl = getQueueUrlResponse.queueUrl();     

// Create a hashmap for the attributes. Add the key alias and reuse period to the hashmap.
HashMap<QueueAttributeName, String> attributes = new HashMap<QueueAttributeName, String>();
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final String kmsMasterKeyAlias = "alias/aws/sqs";  // the alias of the AWS managed KMS key 
 for Amazon SQS.
attributes.put(QueueAttributeName.KMS_MASTER_KEY_ID, kmsMasterKeyAlias);
attributes.put(QueueAttributeName.KMS_DATA_KEY_REUSE_PERIOD_SECONDS, "140");

// Create the SetQueueAttributesRequest.
SetQueueAttributesRequest set_attrs_request = SetQueueAttributesRequest.builder() 
          .queueUrl(queueUrl) 
          .attributes(attributes) 
          .build(); 
           
sqsClient.setQueueAttributes(set_attrs_request); 
    

キューの SSE を無効化
既存のキューに対してサーバー側の暗号化を無効にする場合、SetQueueAttributes メソッドを使用し
て KmsMasterKeyId 属性を空の文字列に設定します。

Important

null は、KmsMasterKeyId の有効な値ではありません。

SSE を使用してキューを作成
キュー作成時に SSE を有効にする場合、CreateQueue API メソッドに KmsMasterKeyId の属性を追加
します。

以下の例では、SSE を有効にして新しいキューを作成する方法を示します。このキューは、Amazon SQS 
の AWS マネージド KMS キーを使用します。また、この例では、AWS KMS key 再利用期間 (p. 118)を 
160 秒に設定します。

サンプルコードを実行する前に AWS の認証情報を設定したことをご確認ください。詳しい情報について
は、AWS SDK for Java 2.x デベロッパーガイドの開発用 AWS の認証情報およびリージョンのセットアッ
プをご参照ください。

// Create an SqsClient for the specified Region.
SqsClient sqsClient = SqsClient.builder().region(Region.US_WEST_1).build();

// Create a hashmap for the attributes. Add the key alias and reuse period to the hashmap.
HashMap<QueueAttributeName, String> attributes = new HashMap<QueueAttributeName, String>();
final String kmsMasterKeyAlias = "alias/aws/sqs";  // the alias of the AWS managed KMS key 
 for Amazon SQS.
attributes.put(QueueAttributeName.KMS_MASTER_KEY_ID, kmsMasterKeyAlias);
attributes.put(QueueAttributeName.KMS_DATA_KEY_REUSE_PERIOD_SECONDS, "140");     

// Add the attributes to the CreateQueueRequest.
CreateQueueRequest createQueueRequest = 
                CreateQueueRequest.builder() 
                        .queueName(queueName) 
                        .attributes(attributes) 
                        .build();
sqsClient.createQueue(createQueueRequest); 
    

SSE 属性を取得
キュー属性の取得の詳細については、Amazon Simple キューサービス API リファレンスの例をご参照くだ
さい。
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特定のキューの KMS キー ID またはデータキーの再利用期間を取得する場合、GetQueueAttributes メ
ソッドを実行して KmsMasterKeyId および KmsDataKeyReusePeriodSeconds 値を取得します。

キューにタグを設定する
Amazon SQS キューを整理および識別するには、コスト配分タグを使用します。を使用してタグを設定
する方法を以下の例に示します。AWS SDK for Java。詳細については、「Amazon SQSコスト配分タ
グ (p. 32)」を参照してください。

サンプルコードを実行する前に AWS の認証情報を設定したことをご確認ください。詳しい情報について
は、AWS SDK for Java 2.x デベロッパーガイドの開発用 AWS の認証情報およびリージョンのセットアッ
プをご参照ください。

タグをリスト表示する
キューのタグを一覧表示するには、ListQueueTags方法。

// Create an SqsClient for the specified region.
SqsClient sqsClient = SqsClient.builder().region(Region.US_WEST_1).build();

// Get the queue URL.
String queueName = "MyStandardQ1";
GetQueueUrlResponse getQueueUrlResponse = 
        sqsClient.getQueueUrl(GetQueueUrlRequest.builder().queueName(queueName).build());
String queueUrl = getQueueUrlResponse.queueUrl();

// Create the ListQueueTagsRequest.
final ListQueueTagsRequest listQueueTagsRequest =  
                                  
 ListQueueTagsRequest.builder().queueUrl(queueUrl).build();

// Retrieve the list of queue tags and print them.
final ListQueueTagsResponse listQueueTagsResponse = 
                                  sqsClient.listQueueTags(listQueueTagsRequest);
System.out.println(String.format("ListQueueTags: \tTags for queue %s are %s.\n", 
                queueName, listQueueTagsResponse.tags() )); 
    

タグの追加または更新
キューのタグ値を追加または更新するには、TagQueue方法。

 // Create an SqsClient for the specified Region.
SqsClient sqsClient = SqsClient.builder().region(Region.US_WEST_1).build();

// Get the queue URL.
String queueName = "MyStandardQ1";
GetQueueUrlResponse getQueueUrlResponse = 
        sqsClient.getQueueUrl(GetQueueUrlRequest.builder().queueName(queueName).build());
String queueUrl = getQueueUrlResponse.queueUrl();  

// Build a hashmap of the tags.
final HashMap<String, String> addedTags = new HashMap<>(); 
        addedTags.put("Team", "Development"); 
        addedTags.put("Priority", "Beta"); 
        addedTags.put("Accounting ID", "456def");

//Create the TagQueueRequest and add them to the queue.
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final TagQueueRequest tagQueueRequest = TagQueueRequest.builder() 
        .queueUrl(queueUrl) 
        .tags(addedTags) 
        .build();
sqsClient.tagQueue(tagQueueRequest); 
    

タグの削除
キューから 1 つ以上のタグを削除するには、UntagQueue方法。次の例では、Accounting IDタグ。

 
// Create the UntagQueueRequest.
final UntagQueueRequest untagQueueRequest = UntagQueueRequest.builder() 
        .queueUrl(queueUrl) 
        .tagKeys("Accounting ID") 
        .build(); 
         
// Remove the tag from this queue.
sqsClient.untagQueue(untagQueueRequest);    
    

メッセージ属性の送信
を使用して、メッセージに構造化メタデータ (タイムスタンプ、地理空間データ、署名、識別子など) を含
めることができます。メッセージ属性。詳細については、「Amazon SQS メッセージ属性 (p. 29)」を参照
してください。

サンプルコードを実行する前に AWS の認証情報を設定したことをご確認ください。詳しい情報について
は、AWS SDK for Java 2.x デベロッパーガイドの開発用 AWS の認証情報およびリージョンのセットアッ
プをご参照ください。

属性の定義
メッセージの属性を定義するには、次のコードを追加します。MessageAttributeValueデータ型。詳細
については、「メッセージ属性コンポーネント (p. 29)」および「メッセージ属性のデータ型 (p. 30)」を参
照してください。

-AWS SDK for Javaはメッセージ本文とメッセージ属性のチェックサムを自動的に計算し、Amazon SQS 
が返すデータと比較します。詳細については、「」を参照してください。AWS SDK for Java 2.xデベロッ
パーガイドそしてメッセージ属性の MD5 メッセージダイジェストの計算 (p. 30)他のプログラミング言語
の場合。

String

この例では、値が Jane である、Name という名前の String 属性を定義します。

final Map<String, MessageAttributeValue> messageAttributes = new HashMap<>();
messageAttributes.put("Name", new MessageAttributeValue()
.withDataType("String")
.withStringValue("Jane"));

Number

この例では、値が 230.000000000000000001 である、AccurateWeight という名前の Number 属
性を定義します。
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final Map<String, MessageAttributeValue> messageAttributes = new HashMap<>();
messageAttributes.put("AccurateWeight", new MessageAttributeValue()
.withDataType("Number")
.withStringValue("230.000000000000000001"));

Binary

この例では、初期化されていない 10 バイト配列の値を持つ、ByteArray という名前の Binary 属性
を定義します。

final Map<String, MessageAttributeValue> messageAttributes = new HashMap<>();
messageAttributes.put("ByteArray", new MessageAttributeValue()
.withDataType("Binary")
.withBinaryValue(ByteBuffer.wrap(new byte[10])));

String (custom)

この例では、値が ABC123456 である、EmployeeId という名前のカスタム属性
String.EmployeeId を定義します。

final Map<String, MessageAttributeValue> messageAttributes = new HashMap<>();
messageAttributes.put("EmployeeId", new MessageAttributeValue()
.withDataType("String.EmployeeId")
.withStringValue("ABC123456"));

Number (custom)

この例では、値が 000123456 である、AccountId という名前のカスタム属性 Number.AccountId
を定義します。

final Map<String, MessageAttributeValue> messageAttributes = new HashMap<>();
messageAttributes.put("AccountId", new MessageAttributeValue()
.withDataType("Number.AccountId")
.withStringValue("000123456"));

Note

基本データ型はであるためNumberとすると、ReceiveMessageメソッドのリター
ン123456。

Binary (custom)

この例では、初期化されていない 10 バイト配列の値を持つ、ApplicationIcon という名前のカス
タム属性 Binary.JPEG を定義します。

final Map<String, MessageAttributeValue> messageAttributes = new HashMap<>();
messageAttributes.put("ApplicationIcon", new MessageAttributeValue()
.withDataType("Binary.JPEG")
.withBinaryValue(ByteBuffer.wrap(new byte[10])));

属性を含むメッセージの送信
この例では、属性をSendMessageRequestメッセージを送信する前に。

// Send a message with an attribute.
final SendMessageRequest sendMessageRequest = new SendMessageRequest();

80

https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/APIReference/API_ReceiveMessage.html


Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイド
大量のメッセージの管理

sendMessageRequest.withMessageBody("This is my message text.");
sendMessageRequest.withQueueUrl(myQueueUrl);
sendMessageRequest.withMessageAttributes(messageAttributes);
sqs.sendMessage(sendMessageRequest);

Important

先入れ先出し (FIFO) キューにメッセージを送信する場合は、sendMessageメソッドが実行され
る後メッセージグループ ID を指定します。
♪SendMessageBatchメソッドの代わりにメソッドを使用したり、SendMessageでは、バッチ
の各メッセージに対してメッセージ属性を指定する必要があります。

Amazon S3を使用した大量のAmazon SQSメッ
セージの管理

大量のAmazon Simple Queue Service (Amazon SQS)メッセージを管理するには、Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3)と、Java 用 Amazon SQS拡張クライアントライブラリを使用できます。こ
れは特に、2GB までのサイズのメッセージを保存および処理するのに役立ちます。アプリケーションで、
キューを連続して作成して非アクティブな状態のままにするか、大量のデータをキューに保存する必要が
ない限り、データの保存にAmazon S3を使用することを検討してください。

Amazon SQS Java用拡張クライアントライブラリを使用して、次のことを実行できます。

• メッセージを常にAmazon S3に保存するか、メッセージのサイズが256KB を超える場合のみ保存するか
を指定します。

• S3 バケットに保存されている単一のメッセージオブジェクトを参照するメッセージを送信します。
• S3バケットからメッセージオブジェクトを取得する
• S3バケットからメッセージオブジェクトを削除する。

Java用のAmazon SQS 拡張クライアントライブラリを使用して、のみとAWS SDK for JavaのAmazon S3 
を使用するAmazon SQSメッセージを管理するために使用することができます。AWS CLI、Amazon SQS
コンソール、Amazon SQS HTTP API、またはその他 AWSSDKを使用してこれを実行することはできませ
ん。

SDK for JavaおよびAmazon SQS拡張クライアントライブラリfor Javaには、J2SE Devopment Kit 8.0 以
降が必要です。

前提条件
次の例では、AWS Java SDKを使用しています。SDK をインストールしてセットアップするには、「AWS 
SDK for Java デベロッパーガイド」の「AWS SDK for Java のセットアップ」を参照してください。

サンプルコードを実行する前に、AWSの認証情報を設定します。詳細については、AWS SDK for Java デ
ベロッパーガイドの「ディベロップメントAWS 認証情報とリージョンのセットアップ」を参照してくださ
い。

例: Amazon S3を使用して大量の Amazon SQSメッ
セージを管理する
次のサンプルコードでは、ランダムな名前でAmazon S3バケットを作成し、ライフサイクルルールを追
加して、14日後にオブジェクトを完全に削除します。また、名前付きのキューを作成してMyQueueS3 バ
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ケットに保存されている256KB を超えるランダムなメッセージをキューに送信します。最後に、コードは
メッセージを受信し、そのメッセージに関する情報を返信して、メッセージ、キュー、およびバケットを
削除します。

/* 
 * Copyright 2010-2022 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
 * 
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"). 
 * You may not use this file except in compliance with the License. 
 * A copy of the License is located at 
 * 
 *  https://aws.amazon.com/apache2.0 
 * 
 * or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed 
 * on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either 
 * express or implied. See the License for the specific language governing 
 * permissions and limitations under the License. 
 * 
 */

import com.amazon.sqs.javamessaging.AmazonSQSExtendedClient;
import com.amazon.sqs.javamessaging.ExtendedClientConfiguration;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.*;
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQS;
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQSClientBuilder;
import com.amazonaws.services.sqs.model.*;
import org.joda.time.DateTime;
import org.joda.time.format.DateTimeFormat;

import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.UUID;

public class SQSExtendedClientExample {

// Create an Amazon S3 bucket with a random name.
private final static String S3_BUCKET_NAME = UUID.randomUUID() + "-" 
        + DateTimeFormat.forPattern("yyMMdd-hhmmss").print(new DateTime());

public static void main(String[] args) { 

    /* 
     * Create a new instance of the builder with all defaults (credentials 
     * and region) set automatically. For more information, see  
     * Creating Service Clients in the AWS SDK for Java Developer Guide. 
     */ 
    final AmazonS3 s3 = AmazonS3ClientBuilder.defaultClient(); 

    /* 
     * Set the Amazon S3 bucket name, and then set a lifecycle rule on the 
     * bucket to permanently delete objects 14 days after each object's 
     * creation date. 
     */ 
    final BucketLifecycleConfiguration.Rule expirationRule = 
            new BucketLifecycleConfiguration.Rule(); 
    expirationRule.withExpirationInDays(14).withStatus("Enabled"); 
    final BucketLifecycleConfiguration lifecycleConfig = 
            new BucketLifecycleConfiguration().withRules(expirationRule); 

    // Create the bucket and allow message objects to be stored in the bucket. 
    s3.createBucket(S3_BUCKET_NAME); 
    s3.setBucketLifecycleConfiguration(S3_BUCKET_NAME, lifecycleConfig); 
    System.out.println("Bucket created and configured."); 
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    /* 
     * Set the Amazon SQS extended client configuration with large payload 
     * support enabled. 
     */ 
    final ExtendedClientConfiguration extendedClientConfig = 
            new ExtendedClientConfiguration() 
                    .withLargePayloadSupportEnabled(s3, S3_BUCKET_NAME); 

    final AmazonSQS sqsExtended = 
            new AmazonSQSExtendedClient(AmazonSQSClientBuilder 
                    .defaultClient(), extendedClientConfig); 

    /* 
     * Create a long string of characters for the message object which will 
     * be stored in the bucket. 
     */ 
    int stringLength = 300000; 
    char[] chars = new char[stringLength]; 
    Arrays.fill(chars, 'x'); 
    final String myLongString = new String(chars); 

    // Create a message queue for this example. 
    final String QueueName = "MyQueue" + UUID.randomUUID().toString(); 
    final CreateQueueRequest createQueueRequest = 
            new CreateQueueRequest(QueueName); 
    final String myQueueUrl = sqsExtended 
            .createQueue(createQueueRequest).getQueueUrl(); 
    System.out.println("Queue created."); 

    // Send the message. 
    final SendMessageRequest myMessageRequest = 
            new SendMessageRequest(myQueueUrl, myLongString); 
    sqsExtended.sendMessage(myMessageRequest); 
    System.out.println("Sent the message."); 

    // Receive the message. 
    final ReceiveMessageRequest receiveMessageRequest = 
            new ReceiveMessageRequest(myQueueUrl); 
    List<Message> messages = sqsExtended 
            .receiveMessage(receiveMessageRequest).getMessages(); 

    // Print information about the message. 
    for (Message message : messages) { 
        System.out.println("\nMessage received."); 
        System.out.println("  ID: " + message.getMessageId()); 
        System.out.println("  Receipt handle: " + message.getReceiptHandle()); 
        System.out.println("  Message body (first 5 characters): " 
                + message.getBody().substring(0, 5)); 
    } 

    // Delete the message, the queue, and the bucket. 
    final String messageReceiptHandle = messages.get(0).getReceiptHandle(); 
    sqsExtended.deleteMessage(new DeleteMessageRequest(myQueueUrl, 
            messageReceiptHandle)); 
    System.out.println("Deleted the message."); 

    sqsExtended.deleteQueue(new DeleteQueueRequest(myQueueUrl)); 
    System.out.println("Deleted the queue."); 

    deleteBucketAndAllContents(s3); 
    System.out.println("Deleted the bucket.");
}

private static void deleteBucketAndAllContents(AmazonS3 client) { 
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    ObjectListing objectListing = client.listObjects(S3_BUCKET_NAME); 

    while (true) { 
        for (S3ObjectSummary objectSummary : objectListing 
                .getObjectSummaries()) { 
            client.deleteObject(S3_BUCKET_NAME, objectSummary.getKey()); 
        } 

        if (objectListing.isTruncated()) { 
            objectListing = client.listNextBatchOfObjects(objectListing); 
        } else { 
            break; 
        } 
    } 

    final VersionListing list = client.listVersions( 
            new ListVersionsRequest().withBucketName(S3_BUCKET_NAME)); 

    for (S3VersionSummary s : list.getVersionSummaries()) { 
        client.deleteVersion(S3_BUCKET_NAME, s.getKey(), s.getVersionId()); 
    } 

    client.deleteBucket(S3_BUCKET_NAME);
}
}
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JMS と Amazon SQS の使用
Amazon SQS Java Messaging Library は Amazon SQS 用の Java Message Service (JMS) インターフェイ
スであり、これにより既に JMS を使用しているアプリケーションでAmazon SQS を活用できます。この
インターフェイスにより、最小限のコードの変更で、を JMS プロバイダーとして使用できます。と共に
AWS SDK for Javaを使用すると、Amazon SQS Java Messaging Library を使用すると、JMS 接続および
セッション、さらにはプロデューサーおよびコンシューマーを作成して Amazon SQS キューとの間でメッ
セージを送受信することができます。

ライブラリは、JMS 1.1 の仕様に規定されている、キューとのメッセージの送受信 (JMS ポイントツーポ
イントモデル) をサポートしています。ライブラリは、Amazon SQS キューへのテキスト、バイト、オブ
ジェクトメッセージの同期的な送信をサポートしています。また、オブジェクトの同期的または非同期的
な受信もサポートしています。

Amazon SQS Java Messaging Library の JMS 1.1 仕様をサポートするの機能の詳細については、を参照し
てください。サポートされている JMS 1.1 実装 (p. 107)とAmazon SQS よくある質問。

トピック
• 前提条件 (p. 85)
• Amazon SQS Java メッセージングライブラリの使用を開始する (p. 86)
• 他の Amazon SQS クライアントでの Amazon SQS Java Message Service (JMS) クライアントの使

用 (p. 92)
• Amazon SQSスタンダードキューでJMSを使用する場合のJavaの使用例 (p. 92)
• サポートされている JMS 1.1 実装 (p. 107)

前提条件
始めるには以下の前提条件を満たす必要があります:

• SDK for Java

プロジェクトにSDK for Javaを含めるには以下の2つの方法があります:
• SDK for Java をダウンロードしてインストールします。
• Mavenを使用してAmazon SQS Java メッセージングライブラリを入手します

Note

SDK for Javaは依存関係として含められます。
SDK for JavaとJava用Amazon SQS 拡張クライアントライブラリには、J2SE Devopment Kit 
8.0 以降が必要です。

SDK for Java のダウンロードの詳細については、「 SDK for Java」を参照してください。
• Amazon SQS Java メッセージングライブラリ

Mavenを使用しない場合は、amazon-sqs-java-messaging-lib.jarパッケージをJavaクラスパス
に追加する必要があります。ライブラリのダウンロードの詳細については、「Amazon SQS Java メッ
セージングライブラリ」を参照してください。
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Note

Amazon SQS Java メッセージングライブラリには、MavenとSpring フレームワークのサポー
トが含まれます。
Maven、Springフレームワーク、およびAmazon SQS Java メッセージングライブラリを使用
するサンプルコードについては、「 Amazon SQSスタンダードキューでJMSを使用する場合の
Javaの使用例 (p. 92)」を参照してください。

<dependency> 
  <groupId>com.amazonaws</groupId> 
  <artifactId>amazon-sqs-java-messaging-lib</artifactId> 
  <version>1.0.4</version> 
  <type>jar</type>
</dependency>

• Amazon SQS キュー

Amazon SQS用のAWS Management Console、CreateQueue API、または Javaメッセージングライブ
ラリに含まれているラップされた Amazon SQSクライアントを使用してキューを作成します。
• Amazon SQS AWS Management ConsoleまたはCreateQueueの APIを使用してキューを作成する方

法については、「キューの作成 (p. 20)」を参照してください。
• Amazon SQS Java メッセージングライブラリの使用の詳細については、「Amazon SQS Java メッ

セージングライブラリの使用を開始する (p. 86)」を参照してください。

Amazon SQS Java メッセージングライブラリの使
用を開始する

Amazon SQS で Java メッセージサービス (JMS) の使用を開始するには、このセクションのコード例を使
用します。以降のセクションでは、JMS 接続およびセッションの作成方法や、メッセージの送受信方法を
説明します。

Amazon SQS Java メッセージングライブラリに含まれるラップされた Amazon SQS クライアントオブ
ジェクトは、Amazon SQS キューが存在するかどうかをチェックします。キューが存在しない場合は、ク
ライアントによってキューが作成されます。

JMS 接続の作成
1. 接続ファクトリを作成し、そのファクトリに対してcreateConnection メソッドを呼び出します。

// Create a new connection factory with all defaults (credentials and region) set 
 automatically
SQSConnectionFactory connectionFactory = new SQSConnectionFactory( 
        new ProviderConfiguration(), 
        AmazonSQSClientBuilder.defaultClient() 
        ); 
  
// Create the connection.
SQSConnection connection = connectionFactory.createConnection();

SQSConnection クラスは javax.jms.Connection を拡張します。JMS の標準接続メソッドと共
に、SQSConnection は、getAmazonSQSClient や getWrappedAmazonSQSClient などの追加
のメソッドも提供します。どちらのメッソドでも、新しいキューの作成などの JMS 仕様には含まれて
いない管理操作を実行できます。ただし、getWrappedAmazonSQSClientメソッドは、現在接続で
使用されている Amazon SQS クライアントのラップされたバージョンも提供します。ラッパーはクラ

86

http://maven.apache.org/
http://projects.spring.io/spring-framework/


Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイド
Amazon SQS キューの作成

イアントからのすべての例外を JMSException に変換するので、JMSException を想定する既存の
コードでより容易に使用できます。

2. から返されたクライアントオブジェクトを使用できます。getAmazonSQSClientそし
てgetWrappedAmazonSQSClientJMS 仕様には含まれていない管理操作 (Amazon SQS キューの作
成など) を実行します。

既存のコードで JMS 例外を想定している場合は、getWrappedAmazonSQSClient を使用する必要
があります。

• getWrappedAmazonSQSClient を使用する場合、返されるクライアントオブジェクトはすべての
例外を JMS 例外に変換します。

• を使用する場合getAmazonSQSClient、例外はすべてAmazon SQS 例外になります。

Amazon SQS キューの作成
ラップされたクライアントオブジェクトは、Amazon SQS キューが存在するかどうかを確認します。

キューが存在しない場合は、クライアントによってキューが作成されます。キューが存在する場合、関数
からは何も返されません。詳細については、TextMessageSenderJava (p. 94) にある「必要に応じて
キューを作成する」セクションを参照してください。

標準キューを作成するには

// Get the wrapped client
AmazonSQSMessagingClientWrapper client = connection.getWrappedAmazonSQSClient(); 
  
// Create an SQS queue named MyQueue, if it doesn't already exist
if (!client.queueExists("MyQueue")) { 
    client.createQueue("MyQueue");
}

FIFO キューを作成する場合

// Get the wrapped client
AmazonSQSMessagingClientWrapper client = connection.getWrappedAmazonSQSClient();

// Create an Amazon SQS FIFO queue named MyQueue.fifo, if it doesn't already exist
if (!client.queueExists("MyQueue.fifo")) { 
    Map<String, String> attributes = new HashMap<String, String>(); 
    attributes.put("FifoQueue", "true"); 
    attributes.put("ContentBasedDeduplication", "true"); 
    client.createQueue(new 
 CreateQueueRequest().withQueueName("MyQueue.fifo").withAttributes(attributes));
}

Note

FIFO キュー名は .fifo のサフィックスで終わる必要があります。
ContentBasedDeduplication の詳細については、「1回だけの処理 (p. 12)」を参照してくだ
さい。

同期的なメッセージの送信
1. 接続と基になる Amazon SQS キューの準備ができたら、で非トランザクション JMS セッションを作

成します。AUTO_ACKNOWLEDGEモード。
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// Create the nontransacted session with AUTO_ACKNOWLEDGE mode
Session session = connection.createSession(false, Session.AUTO_ACKNOWLEDGE);

2. テキストメッセージをキューに送信するには、JMS キュー ID とメッセージプロデューサーを作成し
ます。

// Create a queue identity and specify the queue name to the session
Queue queue = session.createQueue("MyQueue"); 
  
// Create a producer for the 'MyQueue'
MessageProducer producer = session.createProducer(queue);

3. テキストメッセージを作成し、キューに送信します。

• メッセージを標準キューに送信するために、追加のパラメーターを設定する必要はありません。

// Create the text message
TextMessage message = session.createTextMessage("Hello World!"); 
  
// Send the message
producer.send(message);
System.out.println("JMS Message " + message.getJMSMessageID());

• FIFO キューにメッセージを送信するには、メッセージグループ ID を設定する必要があります。
メッセージ重複排除 ID を設定することもできます。詳細については、「重要な用語 (p. 17)」を参
照してください。

// Create the text message
TextMessage message = session.createTextMessage("Hello World!");

// Set the message group ID
message.setStringProperty("JMSXGroupID", "Default");

// You can also set a custom message deduplication ID
// message.setStringProperty("JMS_SQS_DeduplicationId", "hello");
// Here, it's not needed because content-based deduplication is enabled for the queue

// Send the message
producer.send(message);
System.out.println("JMS Message " + message.getJMSMessageID());
System.out.println("JMS Message Sequence Number " + 
 message.getStringProperty("JMS_SQS_SequenceNumber"));

同期的なメッセージの受信
1. メッセージを受信するには、同じキューにコンシューマーを作成し、start メソッドを呼び出しま

す。

接続での start メソッドはいつでも呼び出すことができます。ただし、コンシューマーは呼び出され
るまでメッセージの受信を開始しません。

// Create a consumer for the 'MyQueue'
MessageConsumer consumer = session.createConsumer(queue);
// Start receiving incoming messages
connection.start();

88



Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイド
非同期的なメッセージの受信

2. コンシューマーで、タイムアウトを 1 秒に設定して receive メソッドを呼び出し、受信メッセージ
の内容を出力します。

• 標準キューからメッセージを受信したら、メッセージの内容にアクセスできます。

// Receive a message from 'MyQueue' and wait up to 1 second
Message receivedMessage = consumer.receive(1000); 
  
// Cast the received message as TextMessage and display the text
if (receivedMessage != null) { 
    System.out.println("Received: " + ((TextMessage) receivedMessage).getText());
}

• FIFO キューからメッセージを受信したら、メッセージの内容や、その他の FIFO 固有のメッセー
ジ属性 (メッセージグループ ID、メッセージ重複排除 ID、シーケンス番号など) にアクセスできま
す。詳細については、「重要な用語 (p. 17)」を参照してください。

// Receive a message from 'MyQueue' and wait up to 1 second
Message receivedMessage = consumer.receive(1000);

// Cast the received message as TextMessage and display the text
if (receivedMessage != null) { 
    System.out.println("Received: " + ((TextMessage) receivedMessage).getText()); 
    System.out.println("Group id: " + 
 receivedMessage.getStringProperty("JMSXGroupID")); 
    System.out.println("Message deduplication id: " + 
 receivedMessage.getStringProperty("JMS_SQS_DeduplicationId")); 
    System.out.println("Message sequence number: " + 
 receivedMessage.getStringProperty("JMS_SQS_SequenceNumber"));
}

3. 接続とセッションを閉じます。

// Close the connection (and the session).
connection.close();

出力は次の例のようになります。

JMS Message ID:8example-588b-44e5-bbcf-d816example2
Received: Hello World!

Note

Spring Framework を使用してこれらのオブジェクトを初期化できます。
追加情報については、「SpringExampleConfiguration.xml」で、SpringExample.java
および ExampleConfiguration.java のほか、ExampleCommon.java および Amazon SQS
スタンダードキューでJMSを使用する場合のJavaの使用例 (p. 92) に含まれる他のヘルパーク
ラスを参照してください。

オブジェクトの送受信の完全な例については、TextMessageSenderJava (p. 94) および
SyncMessageReceiverJava (p. 96) を参照してください。

非同期的なメッセージの受信
「Amazon SQS Java メッセージングライブラリの使用を開始する (p. 86)」の例では、メッセージは
MyQueue に送信され、同期的に受信されます。

以下の例では、リスナーを介してメッセージを非同期的に受信する方法を示します。
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1. MessageListener インターフェイスを実装します。

class MyListener implements MessageListener { 
  
    @Override 
    public void onMessage(Message message) { 
        try { 
            // Cast the received message as TextMessage and print the text to screen. 
            System.out.println("Received: " + ((TextMessage) message).getText()); 
        } catch (JMSException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    }
}

onMessage インターフェイスの MessageListener メソッドは、メッセージを受信すると呼び出さ
れます。このリスナーの実装内で、メッセージに格納されたテキストが出力されます。

2. コンシューマーで明示的に receive メソッドを呼び出す代わりに、コンシューマーのメッセージリ
スナーを MyListener 実装のインスタンスに設定します。メインスレッドは 1 秒間待機します。

// Create a consumer for the 'MyQueue'.
MessageConsumer consumer = session.createConsumer(queue); 
  
// Instantiate and set the message listener for the consumer.
consumer.setMessageListener(new MyListener()); 
  
// Start receiving incoming messages.
connection.start(); 
  
// Wait for 1 second. The listener onMessage() method is invoked when a message is 
 received.
Thread.sleep(1000);

残りの手順は、「Amazon SQS Java メッセージングライブラリの使用を開始する (p. 86)」の例の手
順と同じです。非同期コンシューマーの完全な例については、「AsyncMessageReceiver.java」の
Amazon SQSスタンダードキューでJMSを使用する場合のJavaの使用例 (p. 92) を参照してください。

この例の出力は以下の例のようになります。

JMS Message ID:8example-588b-44e5-bbcf-d816example2
Received: Hello World!

クライアント確認モードの使用
「」の例から始めることができますAmazon SQS Java メッセージングライブラリの使用を開始す
る (p. 86)使用するAUTO_ACKNOWLEDGE受信したすべてのメッセージは自動的に確認されます (このた
め、基になるAmazon SQS キューから削除されます)。

1. メッセージが処理された後にメッセージを明示的に確認するには、CLIENT_ACKNOWLEDGE モードで
セッションを作成する必要があります。

// Create the non-transacted session with CLIENT_ACKNOWLEDGE mode.
Session session = connection.createSession(false, Session.CLIENT_ACKNOWLEDGE);

2. メッセージが受信されたら、メッセージを表示して、その後明示的に確認します。
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// Cast the received message as TextMessage and print the text to screen. Also 
 acknowledge the message.
if (receivedMessage != null) { 
    System.out.println("Received: " + ((TextMessage) receivedMessage).getText()); 
    receivedMessage.acknowledge(); 
    System.out.println("Acknowledged: " + message.getJMSMessageID());
}

Note

このモードでは、メッセージが確認されると、そのメッセージ以前に受信されたすべての
メッセージも暗黙的に確認されます。たとえば、10 通のメッセージが受信され、(受信した
順序で) 10 番目のメッセージのみが確認された場合、前の 9 通のメッセージもすべて確認さ
れます。

残りの手順は、「Amazon SQS Java メッセージングライブラリの使用を開始する (p. 86)」
の例の手順と同じです。クライアント確認モードの同期コンシューマーの完全な例については、
「SyncMessageReceiverClientAcknowledge.java」の Amazon SQSスタンダードキューでJMSを
使用する場合のJavaの使用例 (p. 92) を参照してください。

この例の出力は以下の例のようになります。

JMS Message ID:4example-aa0e-403f-b6df-5e02example5
Received: Hello World!
Acknowledged: ID:4example-aa0e-403f-b6df-5e02example5

順不同確認モードの使用
CLIENT_ACKNOWLEDGE モードを使用すると、明示的に確認されたメッセージの前に受信されたすべての
メッセージが自動的に確認されます。詳細については、「クライアント確認モードの使用 (p. 90)」を参
照してください。

Amazon SQS Java メッセージングライブラリには別の確認モードも用意されていま
す。UNORDERED_ACKNOWLEDGE モードを使用する場合は、受信した順序に関係なく、すべ
ての受信メッセージを個別かつ明示的にクライアントが確認する必要があります。これに
は、UNORDERED_ACKNOWLEDGE モードでセッションを作成します。

// Create the non-transacted session with UNORDERED_ACKNOWLEDGE mode.
Session session = connection.createSession(false, SQSSession.UNORDERED_ACKNOWLEDGE);

残りの手順は、「クライアント確認モードの使用 (p. 90)」の例の手順と同じで
す。UNORDERED_ACKNOWLEDGE モードの同期コンシューマーの完全な例について
は、SyncMessageReceiverUnorderedAcknowledge.java を参照してください。

この例の出力は以下のようになります。

JMS Message ID:dexample-73ad-4adb-bc6c-4357example7
Received: Hello World!
Acknowledged: ID:dexample-73ad-4adb-bc6c-4357example7
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他の Amazon SQS クライアントでの Amazon SQS 
Java Message Service (JMS) クライアントの使用

Amazon SQS Java Message Service (JMS) クライアントでのAWSSDK では Amazon SQS メッセージの
サイズが 256 KB に制限されます。ただし、任意の Amazon SQS クライアントを使用して JMS プロバイ
ダを作成することもできます。たとえば、Java 用の Amazon SQS 拡張クライアントライブラリで JMS ク
ライアントを使用して、Amazon S3 内のメッセージペイロード (最大 2 GB) への参照を含む Amazon SQS 
メッセージを送信することができます。詳細については、「Amazon S3を使用した大量のAmazon SQS
メッセージの管理 (p. 81)」を参照してください。

次の Java コード例では、拡張クライアントライブラリの JMS プロバイダを作成しています。

AmazonS3 s3 = new AmazonS3Client(credentials);
Region s3Region = Region.getRegion(Regions.US_WEST_2);
s3.setRegion(s3Region); 
  
// Set the Amazon S3 bucket name, and set a lifecycle rule on the bucket to
// permanently delete objects a certain number of days after each object's creation date.
// Next, create the bucket, and enable message objects to be stored in the bucket.
BucketLifecycleConfiguration.Rule expirationRule = new BucketLifecycleConfiguration.Rule();
expirationRule.withExpirationInDays(14).withStatus("Enabled");
BucketLifecycleConfiguration lifecycleConfig = new 
 BucketLifecycleConfiguration().withRules(expirationRule); 
  
s3.createBucket(s3BucketName);
s3.setBucketLifecycleConfiguration(s3BucketName, lifecycleConfig);
System.out.println("Bucket created and configured.");

// Set the SQS extended client configuration with large payload support enabled.
ExtendedClientConfiguration extendedClientConfig = new ExtendedClientConfiguration() 
    .withLargePayloadSupportEnabled(s3, s3BucketName); 
  
AmazonSQS sqsExtended = new AmazonSQSExtendedClient(new AmazonSQSClient(credentials), 
 extendedClientConfig);
Region sqsRegion = Region.getRegion(Regions.US_WEST_2);
sqsExtended.setRegion(sqsRegion);

次の Java コード例は、接続ファクトリを作成しています。

// Create the connection factory using the environment variable credential provider.
// Pass the configured Amazon SQS Extended Client to the JMS connection factory.
SQSConnectionFactory connectionFactory = new SQSConnectionFactory( 
        new ProviderConfiguration(), 
        sqsExtended 
        ); 
  
// Create the connection.
SQSConnection connection = connectionFactory.createConnection();

Amazon SQSスタンダードキューでJMSを使用する
場合のJavaの使用例

次のコード例で、Java Message Service (JMS)を Amazon SQS スタンダードキューと共に使用する方法を
示します。FIFO キューの操作方法の詳細については、「FIFO キューを作成する場合 (p. 87)」 、「同
期的なメッセージの送信 (p. 87)」、および「同期的なメッセージの受信 (p. 88)」を参照してくだ
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さい。(メッセージを同期して受信することは、スタンダードキューでもFIFOキューでも同じです。 ただ
し、FIFOキューのメッセージには、より多くの属性が含まれます)。

ExampleConfigurationJava
以下のJavaコード例では、他のJavaの例で使用されるデフォルトのキュー名、リージョン、および認証情
報を設定しています。

/* 
 * Copyright 2010-2022 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
 * 
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"). 
 * You may not use this file except in compliance with the License. 
 * A copy of the License is located at 
 * 
 *  https://aws.amazon.com/apache2.0 
 * 
 * or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed 
 * on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either 
 * express or implied. See the License for the specific language governing 
 * permissions and limitations under the License. 
 * 
 */

public class ExampleConfiguration { 
    public static final String DEFAULT_QUEUE_NAME = "SQSJMSClientExampleQueue"; 
     
    public static final Region DEFAULT_REGION = Region.getRegion(Regions.US_EAST_2); 
     
    private static String getParameter( String args[], int i ) { 
        if( i + 1 >= args.length ) { 
            throw new IllegalArgumentException( "Missing parameter for " + args[i] ); 
        } 
        return args[i+1]; 
    } 
     
    /** 
     * Parse the command line and return the resulting config. If the config parsing fails 
     * print the error and the usage message and then call System.exit 
     *  
     * @param app the app to use when printing the usage string 
     * @param args the command line arguments 
     * @return the parsed config 
     */ 
    public static ExampleConfiguration parseConfig(String app, String args[]) { 
        try { 
            return new ExampleConfiguration(args); 
        } catch (IllegalArgumentException e) { 
            System.err.println( "ERROR: " + e.getMessage() ); 
            System.err.println(); 
            System.err.println( "Usage: " + app + " [--queue <queue>] [--region <region>] 
 [--credentials <credentials>] "); 
            System.err.println( "  or" ); 
            System.err.println( "       " + app + " <spring.xml>" ); 
            System.exit(-1); 
            return null; 
        } 
    } 
     
    private ExampleConfiguration(String args[]) { 
        for( int i = 0; i < args.length; ++i ) { 
            String arg = args[i]; 
            if( arg.equals( "--queue" ) ) { 
                setQueueName(getParameter(args, i)); 
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                i++; 
            } else if( arg.equals( "--region" ) ) { 
                String regionName = getParameter(args, i); 
                try { 
                    setRegion(Region.getRegion(Regions.fromName(regionName))); 
                } catch( IllegalArgumentException e ) { 
                    throw new IllegalArgumentException( "Unrecognized region " + 
 regionName );   
                } 
                i++; 
            } else if( arg.equals( "--credentials" ) ) { 
                String credsFile = getParameter(args, i); 
                try { 
                    setCredentialsProvider( new 
 PropertiesFileCredentialsProvider(credsFile) ); 
                } catch (AmazonClientException e) { 
                    throw new IllegalArgumentException("Error reading credentials from " + 
 credsFile, e ); 
                } 
                i++; 
            } else { 
                throw new IllegalArgumentException("Unrecognized option " + arg); 
            } 
        } 
    } 
     
    private String queueName = DEFAULT_QUEUE_NAME; 
    private Region region = DEFAULT_REGION; 
    private AWSCredentialsProvider credentialsProvider = new 
 DefaultAWSCredentialsProviderChain(); 
     
    public String getQueueName() { 
        return queueName; 
    } 
     
    public void setQueueName(String queueName) { 
        this.queueName = queueName; 
    } 
     
    public Region getRegion() { 
        return region; 
    } 
     
    public void setRegion(Region region) { 
        this.region = region; 
    } 
  
    public AWSCredentialsProvider getCredentialsProvider() { 
        return credentialsProvider; 
    } 
     
    public void setCredentialsProvider(AWSCredentialsProvider credentialsProvider) { 
        // Make sure they're usable first 
        credentialsProvider.getCredentials(); 
        this.credentialsProvider = credentialsProvider; 
    }
}

TextMessageSenderJava
次のJavaコード例では、テキストメッセージプロデューサーを作成しています。

/* 
 * Copyright 2010-2022 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
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 * 
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"). 
 * You may not use this file except in compliance with the License. 
 * A copy of the License is located at 
 * 
 *  https://aws.amazon.com/apache2.0 
 * 
 * or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed 
 * on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either 
 * express or implied. See the License for the specific language governing 
 * permissions and limitations under the License. 
 * 
 */

public class TextMessageSender { 
    public static void main(String args[]) throws JMSException { 
        ExampleConfiguration config = ExampleConfiguration.parseConfig("TextMessageSender", 
 args); 
         
        ExampleCommon.setupLogging(); 
         
        // Create the connection factory based on the config        
        SQSConnectionFactory connectionFactory = new SQSConnectionFactory( 
                new ProviderConfiguration(), 
                AmazonSQSClientBuilder.standard() 
                        .withRegion(config.getRegion().getName()) 
                        .withCredentials(config.getCredentialsProvider()) 
                ); 
         
        // Create the connection 
        SQSConnection connection = connectionFactory.createConnection(); 
         
        // Create the queue if needed 
        ExampleCommon.ensureQueueExists(connection, config.getQueueName()); 
             
        // Create the session 
        Session session = connection.createSession(false, Session.AUTO_ACKNOWLEDGE); 
        MessageProducer producer = 
 session.createProducer( session.createQueue( config.getQueueName() ) ); 
         
        sendMessages(session, producer); 
  
        // Close the connection. This closes the session automatically 
        connection.close(); 
        System.out.println( "Connection closed" ); 
    } 
  
    private static void sendMessages( Session session, MessageProducer producer ) { 
        BufferedReader inputReader = new BufferedReader( 
            new InputStreamReader( System.in, Charset.defaultCharset() ) ); 
         
        try { 
            String input; 
            while( true ) {  
                System.out.print( "Enter message to send (leave empty to exit): " ); 
                input = inputReader.readLine(); 
                if( input == null || input.equals("" ) ) break; 
                 
                TextMessage message = session.createTextMessage(input); 
                producer.send(message); 
                System.out.println( "Send message " + message.getJMSMessageID() ); 
            } 
        } catch (EOFException e) { 
            // Just return on EOF 
        } catch (IOException e) { 
            System.err.println( "Failed reading input: " + e.getMessage() ); 
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        } catch (JMSException e) { 
            System.err.println( "Failed sending message: " + e.getMessage() ); 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    }
}

SyncMessageReceiverJava
次のJavaコード例では、同期メッセージコンシューマーを作成しています。

/* 
 * Copyright 2010-2022 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
 * 
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"). 
 * You may not use this file except in compliance with the License. 
 * A copy of the License is located at 
 * 
 *  https://aws.amazon.com/apache2.0 
 * 
 * or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed 
 * on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either 
 * express or implied. See the License for the specific language governing 
 * permissions and limitations under the License. 
 * 
 */

public class SyncMessageReceiver {
public static void main(String args[]) throws JMSException { 
    ExampleConfiguration config = ExampleConfiguration.parseConfig("SyncMessageReceiver", 
 args); 
     
    ExampleCommon.setupLogging(); 
     
    // Create the connection factory based on the config 
    SQSConnectionFactory connectionFactory = new SQSConnectionFactory( 
            new ProviderConfiguration(), 
            AmazonSQSClientBuilder.standard() 
                    .withRegion(config.getRegion().getName()) 
                    .withCredentials(config.getCredentialsProvider()) 
            ); 
     
    // Create the connection 
    SQSConnection connection = connectionFactory.createConnection(); 
     
    // Create the queue if needed 
    ExampleCommon.ensureQueueExists(connection, config.getQueueName()); 
         
    // Create the session 
    Session session = connection.createSession(false, Session.CLIENT_ACKNOWLEDGE); 
    MessageConsumer consumer = 
 session.createConsumer( session.createQueue( config.getQueueName() ) ); 

    connection.start(); 
     
    receiveMessages(session, consumer); 

    // Close the connection. This closes the session automatically 
    connection.close(); 
    System.out.println( "Connection closed" );
}

private static void receiveMessages( Session session, MessageConsumer consumer ) { 
    try { 
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        while( true ) { 
            System.out.println( "Waiting for messages"); 
            // Wait 1 minute for a message 
            Message message = consumer.receive(TimeUnit.MINUTES.toMillis(1)); 
            if( message == null ) { 
                System.out.println( "Shutting down after 1 minute of silence" ); 
                break; 
            } 
            ExampleCommon.handleMessage(message); 
            message.acknowledge(); 
            System.out.println( "Acknowledged message " + message.getJMSMessageID() ); 
        } 
    } catch (JMSException e) { 
        System.err.println( "Error receiving from SQS: " + e.getMessage() ); 
        e.printStackTrace(); 
    }
}
}

AsyncMessageReceiverJava
次のJavaコード例では、非同期メッセージコンシューマーを作成しています。

/* 
 * Copyright 2010-2022 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
 * 
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"). 
 * You may not use this file except in compliance with the License. 
 * A copy of the License is located at 
 * 
 *  https://aws.amazon.com/apache2.0 
 * 
 * or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed 
 * on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either 
 * express or implied. See the License for the specific language governing 
 * permissions and limitations under the License. 
 * 
 */

public class AsyncMessageReceiver { 
    public static void main(String args[]) throws JMSException, InterruptedException { 
        ExampleConfiguration config = 
 ExampleConfiguration.parseConfig("AsyncMessageReceiver", args); 
          
        ExampleCommon.setupLogging();           
          
        // Create the connection factory based on the config 
        SQSConnectionFactory connectionFactory = new SQSConnectionFactory( 
                new ProviderConfiguration(), 
                AmazonSQSClientBuilder.standard() 
                        .withRegion(config.getRegion().getName()) 
                        .withCredentials(config.getCredentialsProvider()) 
                ); 
          
        // Create the connection 
        SQSConnection connection = connectionFactory.createConnection(); 
          
        // Create the queue if needed 
        ExampleCommon.ensureQueueExists(connection, config.getQueueName()); 
              
        // Create the session 
        Session session = connection.createSession(false, Session.CLIENT_ACKNOWLEDGE); 
        MessageConsumer consumer = 
 session.createConsumer( session.createQueue( config.getQueueName() ) ); 
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        // No messages are processed until this is called 
        connection.start(); 

        ReceiverCallback callback = new ReceiverCallback(); 
        consumer.setMessageListener( callback ); 
          
        callback.waitForOneMinuteOfSilence(); 
        System.out.println( "Returning after one minute of silence" ); 

        // Close the connection. This closes the session automatically 
        connection.close(); 
        System.out.println( "Connection closed" ); 
    } 
     
     
    private static class ReceiverCallback implements MessageListener { 
        // Used to listen for message silence 
        private volatile long timeOfLastMessage = System.nanoTime(); 
          
        public void waitForOneMinuteOfSilence() throws InterruptedException { 
            for(;;) { 
                long timeSinceLastMessage = System.nanoTime() - timeOfLastMessage; 
                long remainingTillOneMinuteOfSilence =  
                    TimeUnit.MINUTES.toNanos(1) - timeSinceLastMessage; 
                if( remainingTillOneMinuteOfSilence < 0 ) { 
                    break; 
                } 
                TimeUnit.NANOSECONDS.sleep(remainingTillOneMinuteOfSilence); 
            } 
        } 
          

        @Override 
        public void onMessage(Message message) { 
            try { 
                ExampleCommon.handleMessage(message); 
                message.acknowledge(); 
                System.out.println( "Acknowledged message " + message.getJMSMessageID() ); 
                timeOfLastMessage = System.nanoTime(); 
            } catch (JMSException e) { 
                System.err.println( "Error processing message: " + e.getMessage() ); 
                e.printStackTrace(); 
            } 
        } 
    }
}

SyncMessageReceiverClientAcknowledge.java
次のJavaコード例では、クライアント確認モードの同期コンシューマーを作成しています。

/* 
 * Copyright 2010-2022 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
 * 
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"). 
 * You may not use this file except in compliance with the License. 
 * A copy of the License is located at 
 * 
 *  https://aws.amazon.com/apache2.0 
 * 
 * or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed 
 * on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either 
 * express or implied. See the License for the specific language governing 

98



Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイド
SyncMessageReceiverClientAcknowledge.java

 * permissions and limitations under the License. 
 * 
 */

/** 
 * An example class to demonstrate the behavior of CLIENT_ACKNOWLEDGE mode for received 
 messages. This example 
 * complements the example given in {@link SyncMessageReceiverUnorderedAcknowledge} for 
 UNORDERED_ACKNOWLEDGE mode. 
 * 
 * First, a session, a message producer, and a message consumer are created. Then, two 
 messages are sent. Next, two messages 
 * are received but only the second one is acknowledged. After waiting for the visibility 
 time out period, an attempt to 
 * receive another message is made. It's shown that no message is returned for this attempt 
 since in CLIENT_ACKNOWLEDGE mode, 
 * as expected, all the messages prior to the acknowledged messages are also acknowledged. 
 * 
 * This ISN'T the behavior for UNORDERED_ACKNOWLEDGE mode. Please see {@link 
 SyncMessageReceiverUnorderedAcknowledge} 
 * for an example. 
 */
public class SyncMessageReceiverClientAcknowledge { 
  
    // Visibility time-out for the queue. It must match to the one set for the queue for 
 this example to work. 
    private static final long TIME_OUT_SECONDS = 1; 
  
    public static void main(String args[]) throws JMSException, InterruptedException { 
        // Create the configuration for the example 
        ExampleConfiguration config = 
 ExampleConfiguration.parseConfig("SyncMessageReceiverClientAcknowledge", args); 
  
        // Setup logging for the example 
        ExampleCommon.setupLogging(); 
  
        // Create the connection factory based on the config 
        SQSConnectionFactory connectionFactory = new SQSConnectionFactory( 
                new ProviderConfiguration(), 
                AmazonSQSClientBuilder.standard() 
                        .withRegion(config.getRegion().getName()) 
                        .withCredentials(config.getCredentialsProvider()) 
                ); 
  
        // Create the connection 
        SQSConnection connection = connectionFactory.createConnection(); 
  
        // Create the queue if needed 
        ExampleCommon.ensureQueueExists(connection, config.getQueueName()); 
  
        // Create the session  with client acknowledge mode 
        Session session = connection.createSession(false, Session.CLIENT_ACKNOWLEDGE); 
  
        // Create the producer and consume 
        MessageProducer producer = 
 session.createProducer(session.createQueue(config.getQueueName())); 
        MessageConsumer consumer = 
 session.createConsumer(session.createQueue(config.getQueueName())); 
  
        // Open the connection 
        connection.start(); 
  
        // Send two text messages 
        sendMessage(producer, session, "Message 1"); 
        sendMessage(producer, session, "Message 2"); 
  

99



Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイド
SyncMessageReceiverClientAcknowledge.java

        // Receive a message and don't acknowledge it 
        receiveMessage(consumer, false); 
  
        // Receive another message and acknowledge it 
        receiveMessage(consumer, true); 
  
        // Wait for the visibility time out, so that unacknowledged messages reappear in 
 the queue 
        System.out.println("Waiting for visibility timeout..."); 
        Thread.sleep(TimeUnit.SECONDS.toMillis(TIME_OUT_SECONDS)); 
  
        // Attempt to receive another message and acknowledge it. This results in receiving 
 no messages since 
        // we have acknowledged the second message. Although we didn't explicitly 
 acknowledge the first message, 
        // in the CLIENT_ACKNOWLEDGE mode, all the messages received prior to the 
 explicitly acknowledged message 
        // are also acknowledged. Therefore, we have implicitly acknowledged the first 
 message. 
        receiveMessage(consumer, true); 
  
        // Close the connection. This closes the session automatically 
        connection.close(); 
        System.out.println("Connection closed."); 
    } 
  
    /** 
     * Sends a message through the producer. 
     * 
     * @param producer Message producer 
     * @param session Session 
     * @param messageText Text for the message to be sent 
     * @throws JMSException 
     */ 
    private static void sendMessage(MessageProducer producer, Session session, String 
 messageText) throws JMSException { 
        // Create a text message and send it 
        producer.send(session.createTextMessage(messageText)); 
    } 
  
    /** 
     * Receives a message through the consumer synchronously with the default timeout 
 (TIME_OUT_SECONDS). 
     * If a message is received, the message is printed. If no message is received, "Queue 
 is empty!" is 
     * printed. 
     * 
     * @param consumer Message consumer 
     * @param acknowledge If true and a message is received, the received message is 
 acknowledged. 
     * @throws JMSException 
     */ 
    private static void receiveMessage(MessageConsumer consumer, boolean acknowledge) 
 throws JMSException { 
        // Receive a message 
        Message message = consumer.receive(TimeUnit.SECONDS.toMillis(TIME_OUT_SECONDS)); 
  
        if (message == null) { 
            System.out.println("Queue is empty!"); 
        } else { 
            // Since this queue has only text messages, cast the message object and print 
 the text 
            System.out.println("Received: " + ((TextMessage) message).getText()); 
  
            // Acknowledge the message if asked 
            if (acknowledge) message.acknowledge(); 
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        } 
    }
}

SyncMessageReceiverUnorderedAcknowledgeJava
次のJavaコード例では、順不同確認モードの同期コンシューマーを作成しています。

/* 
 * Copyright 2010-2022 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
 * 
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"). 
 * You may not use this file except in compliance with the License. 
 * A copy of the License is located at 
 * 
 *  https://aws.amazon.com/apache2.0 
 * 
 * or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed 
 * on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either 
 * express or implied. See the License for the specific language governing 
 * permissions and limitations under the License. 
 * 
 */

/** 
 * An example class to demonstrate the behavior of UNORDERED_ACKNOWLEDGE mode for received 
 messages. This example 
 * complements the example given in {@link SyncMessageReceiverClientAcknowledge} for 
 CLIENT_ACKNOWLEDGE mode. 
 * 
 * First, a session, a message producer, and a message consumer are created. Then, two 
 messages are sent. Next, two messages 
 * are received but only the second one is acknowledged. After waiting for the visibility 
 time out period, an attempt to 
 * receive another message is made. It's shown that the first message received in the prior 
 attempt is returned again 
 * for the second attempt. In UNORDERED_ACKNOWLEDGE mode, all the messages must be 
 explicitly acknowledged no matter what 
 * the order they're received. 
 * 
 * This ISN'T the behavior for CLIENT_ACKNOWLEDGE mode. Please see {@link 
 SyncMessageReceiverClientAcknowledge} 
 * for an example. 
 */
public class SyncMessageReceiverUnorderedAcknowledge { 
  
    // Visibility time-out for the queue. It must match to the one set for the queue for 
 this example to work. 
    private static final long TIME_OUT_SECONDS = 1; 
  
    public static void main(String args[]) throws JMSException, InterruptedException { 
        // Create the configuration for the example 
        ExampleConfiguration config = 
 ExampleConfiguration.parseConfig("SyncMessageReceiverUnorderedAcknowledge", args); 
  
        // Setup logging for the example 
        ExampleCommon.setupLogging(); 
  
        // Create the connection factory based on the config 
        SQSConnectionFactory connectionFactory = new SQSConnectionFactory( 
                new ProviderConfiguration(), 
                AmazonSQSClientBuilder.standard() 
                        .withRegion(config.getRegion().getName()) 

101



Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイド
SyncMessageReceiverUnorderedAcknowledgeJava

                        .withCredentials(config.getCredentialsProvider()) 
                ); 
  
        // Create the connection 
        SQSConnection connection = connectionFactory.createConnection(); 
  
        // Create the queue if needed 
        ExampleCommon.ensureQueueExists(connection, config.getQueueName()); 
  
        // Create the session  with unordered acknowledge mode 
        Session session = connection.createSession(false, 
 SQSSession.UNORDERED_ACKNOWLEDGE); 
  
        // Create the producer and consume 
        MessageProducer producer = 
 session.createProducer(session.createQueue(config.getQueueName())); 
        MessageConsumer consumer = 
 session.createConsumer(session.createQueue(config.getQueueName())); 
  
        // Open the connection 
        connection.start(); 
  
        // Send two text messages 
        sendMessage(producer, session, "Message 1"); 
        sendMessage(producer, session, "Message 2"); 
  
        // Receive a message and don't acknowledge it 
        receiveMessage(consumer, false); 
  
        // Receive another message and acknowledge it 
        receiveMessage(consumer, true); 
  
        // Wait for the visibility time out, so that unacknowledged messages reappear in 
 the queue 
        System.out.println("Waiting for visibility timeout..."); 
        Thread.sleep(TimeUnit.SECONDS.toMillis(TIME_OUT_SECONDS)); 
  
        // Attempt to receive another message and acknowledge it. This results in receiving 
 the first message since 
        // we have acknowledged only the second message. In the UNORDERED_ACKNOWLEDGE mode, 
 all the messages must 
        // be explicitly acknowledged. 
        receiveMessage(consumer, true); 
  
        // Close the connection. This closes the session automatically 
        connection.close(); 
        System.out.println("Connection closed."); 
    } 
  
    /** 
     * Sends a message through the producer. 
     * 
     * @param producer Message producer 
     * @param session Session 
     * @param messageText Text for the message to be sent 
     * @throws JMSException 
     */ 
    private static void sendMessage(MessageProducer producer, Session session, String 
 messageText) throws JMSException { 
        // Create a text message and send it 
        producer.send(session.createTextMessage(messageText)); 
    } 
  
    /** 
     * Receives a message through the consumer synchronously with the default timeout 
 (TIME_OUT_SECONDS). 
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     * If a message is received, the message is printed. If no message is received, "Queue 
 is empty!" is 
     * printed. 
     * 
     * @param consumer Message consumer 
     * @param acknowledge If true and a message is received, the received message is 
 acknowledged. 
     * @throws JMSException 
     */ 
    private static void receiveMessage(MessageConsumer consumer, boolean acknowledge) 
 throws JMSException { 
        // Receive a message 
        Message message = consumer.receive(TimeUnit.SECONDS.toMillis(TIME_OUT_SECONDS)); 
  
        if (message == null) { 
            System.out.println("Queue is empty!"); 
        } else { 
            // Since this queue has only text messages, cast the message object and print 
 the text 
            System.out.println("Received: " + ((TextMessage) message).getText()); 
  
            // Acknowledge the message if asked 
            if (acknowledge) message.acknowledge(); 
        } 
    }
}

SpringExampleConfiguration.xml
次のXMLコード例は、SpringExampleJava (p. 104)のBean構成ファイルです。

<!-- 
    Copyright 2010-2022 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 

    Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"). 
    You may not use this file except in compliance with the License. 
    A copy of the License is located at 

    https://aws.amazon.com/apache2.0 

    or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed 
    on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either 
    express or implied. See the License for the specific language governing 
    permissions and limitations under the License.
-->

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans 
    xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" 
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
    xmlns:util="http://www.springframework.org/schema/util" 
    xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p" 
    xsi:schemaLocation=" 
        http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/
beans/spring-beans-3.0.xsd 
        http://www.springframework.org/schema/util http://www.springframework.org/schema/
util/spring-util-3.0.xsd 
    "> 
     
    <bean id="CredentialsProviderBean" 
 class="com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain"/> 
     
    <bean id="ClientBuilder" class="com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQSClientBuilder" 
 factory-method="standard"> 
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        <property name="region" value="us-east-2"/> 
        <property name="credentials" ref="CredentialsProviderBean"/>                
    </bean> 
     
    <bean id="ProviderConfiguration" 
 class="com.amazon.sqs.javamessaging.ProviderConfiguration"> 
        <property name="numberOfMessagesToPrefetch" value="5"/> 
    </bean> 
     
    <bean id="ConnectionFactory" class="com.amazon.sqs.javamessaging.SQSConnectionFactory"> 
        <constructor-arg ref="ProviderConfiguration" /> 
        <constructor-arg ref="ClientBuilder" /> 
    </bean> 
     
    <bean id="Connection" class="javax.jms.Connection" 
        factory-bean="ConnectionFactory" 
        factory-method="createConnection" 
        init-method="start" 
        destroy-method="close" /> 
     
    <bean id="QueueName" class="java.lang.String"> 
        <constructor-arg value="SQSJMSClientExampleQueue"/> 
    </bean>
</beans>

SpringExampleJava
次のJavaコード例では、Bean構成ファイルを使用してオブジェクトを初期化しています。

/* 
 * Copyright 2010-2022 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
 * 
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"). 
 * You may not use this file except in compliance with the License. 
 * A copy of the License is located at 
 * 
 *  https://aws.amazon.com/apache2.0 
 * 
 * or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed 
 * on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either 
 * express or implied. See the License for the specific language governing 
 * permissions and limitations under the License. 
 * 
 */ 
                 
public class SpringExample { 
    public static void main(String args[]) throws JMSException { 
        if( args.length != 1 || !args[0].endsWith(".xml")) { 
            System.err.println( "Usage: " + SpringExample.class.getName() + " <spring 
 config.xml>" ); 
            System.exit(1); 
        } 
         
        File springFile = new File( args[0] ); 
        if( !springFile.exists() || !springFile.canRead() ) { 
            System.err.println( "File " + args[0] + " doesn't exist or isn't readable."); 
            System.exit(2); 
        } 
         
        ExampleCommon.setupLogging(); 
         
        FileSystemXmlApplicationContext context =  
            new FileSystemXmlApplicationContext( "file://" + 
 springFile.getAbsolutePath() ); 

104



Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイド
ExampleCommonJava

        
        Connection connection; 
        try { 
            connection = context.getBean(Connection.class); 
        } catch( NoSuchBeanDefinitionException e ) { 
            System.err.println( "Can't find the JMS connection to use: " + 
 e.getMessage() ); 
            System.exit(3); 
            return; 
        } 
         
        String queueName; 
        try { 
            queueName = context.getBean("QueueName", String.class); 
        } catch( NoSuchBeanDefinitionException e ) { 
            System.err.println( "Can't find the name of the queue to use: " + 
 e.getMessage() ); 
            System.exit(3); 
            return; 
        } 
         
        if( connection instanceof SQSConnection ) { 
            ExampleCommon.ensureQueueExists( (SQSConnection) connection, queueName ); 
        } 
         
        // Create the session 
        Session session = connection.createSession(false, Session.CLIENT_ACKNOWLEDGE); 
        MessageConsumer consumer = 
 session.createConsumer( session.createQueue( queueName) ); 
         
        receiveMessages(session, consumer); 
  
        // The context can be setup to close the connection for us 
        context.close(); 
        System.out.println( "Context closed" ); 
    } 
  
    private static void receiveMessages( Session session, MessageConsumer consumer ) { 
        try { 
            while( true ) { 
                System.out.println( "Waiting for messages"); 
                // Wait 1 minute for a message 
                Message message = consumer.receive(TimeUnit.MINUTES.toMillis(1)); 
                if( message == null ) { 
                    System.out.println( "Shutting down after 1 minute of silence" ); 
                    break; 
                } 
                ExampleCommon.handleMessage(message); 
                message.acknowledge(); 
                System.out.println( "Acknowledged message" ); 
            } 
        } catch (JMSException e) { 
            System.err.println( "Error receiving from SQS: " + e.getMessage() ); 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    }
}

ExampleCommonJava
次のJavaコード例では、Amazon SQSキューが存在するかどうかを確認し、存在しない場合はキューを作
成します。このコード例にはログ記録コードの例も含まれています。
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/* 
 * Copyright 2010-2022 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
 * 
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"). 
 * You may not use this file except in compliance with the License. 
 * A copy of the License is located at 
 * 
 *  https://aws.amazon.com/apache2.0 
 * 
 * or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed 
 * on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either 
 * express or implied. See the License for the specific language governing 
 * permissions and limitations under the License. 
 * 
 */

public class ExampleCommon { 
    /** 
     * A utility function to check the queue exists and create it if needed. For most   
     * use cases this is usually done by an administrator before the application is run.  
     */ 
    public static void ensureQueueExists(SQSConnection connection, String queueName) throws 
 JMSException { 
        AmazonSQSMessagingClientWrapper client = connection.getWrappedAmazonSQSClient(); 
         
        /** 
         * In most cases, you can do this with just a createQueue call, but GetQueueUrl  
         * (called by queueExists) is a faster operation for the common case where the 
 queue  
         * already exists. Also many users and roles have permission to call GetQueueUrl 
         * but don't have permission to call CreateQueue. 
         */ 
        if( !client.queueExists(queueName) ) { 
            client.createQueue( queueName ); 
        } 
    } 
  
    public static void setupLogging() { 
        // Setup logging 
        BasicConfigurator.configure(); 
        Logger.getRootLogger().setLevel(Level.WARN); 
    } 
  
    public static void handleMessage(Message message) throws JMSException { 
        System.out.println( "Got message " + message.getJMSMessageID() ); 
        System.out.println( "Content: "); 
        if( message instanceof TextMessage ) { 
            TextMessage txtMessage = ( TextMessage ) message; 
            System.out.println( "\t" + txtMessage.getText() ); 
        } else if( message instanceof BytesMessage ){ 
            BytesMessage byteMessage = ( BytesMessage ) message; 
            // Assume the length fits in an int - SQS only supports sizes up to 256k so 
 that 
            // should be true 
            byte[] bytes = new byte[(int)byteMessage.getBodyLength()]; 
            byteMessage.readBytes(bytes); 
            System.out.println( "\t" +  Base64.encodeAsString( bytes ) ); 
        } else if( message instanceof ObjectMessage ) { 
            ObjectMessage objMessage = (ObjectMessage) message; 
            System.out.println( "\t" + objMessage.getObject() ); 
        } 
    }
}

106



Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイド
サポートされている JMS 1.1 実装

サポートされている JMS 1.1 実装
Amazon SQS Java メッセージングライブラリでは、次のものがサポートされています。JMS 1.1 実
装。Amazon SQS Java メッセージングライブラリでサポートされている機能の詳細については、「」を
参照してください。Amazon SQS よくある質問。

サポートされている共通インターフェース
• Connection
• ConnectionFactory
• Destination
• Session
• MessageConsumer
• MessageProducer

サポートされているメッセージタイプ
• ByteMessage
• ObjectMessage
• TextMessage

サポートされているメッセージ確認モード
• AUTO_ACKNOWLEDGE
• CLIENT_ACKNOWLEDGE
• DUPS_OK_ACKNOWLEDGE
• UNORDERED_ACKNOWLEDGE

Note

UNORDERED_ACKNOWLEDGE モードは JMS 1.1 仕様には含まれていません。このモードによ
り、Amazon SQS により JMS クライアントによるメッセージの明示的な確認をが許可できるよ
うになります。

JMS 定義ヘッダーと予約プロパティ
メッセージの送信用
メッセージを送信する場合は、各メッセージに以下のヘッダーおよびプロパティを設定できます。

• JMSXGroupID(FIFO キューの場合は必須で、標準キューには許可されません)
• JMS_SQS_DeduplicationId(FIFO キューの場合はオプションで、標準キューの場合は許可されませ

ん)

メッセージを送信すると、Amazon SQS により各メッセージに以下のヘッダーおよびプロパティが設定さ
れます。

• JMSMessageID
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• JMS_SQS_SequenceNumber(FIFO キューの場合のみ)

メッセージの受信用
メッセージを受信すると、Amazon SQS により各メッセージに以下のヘッダーおよびプロパティが設定さ
れます。

• JMSDestination
• JMSMessageID
• JMSRedelivered
• JMSXDeliveryCount
• JMSXGroupID(FIFO キューの場合のみ)
• JMS_SQS_DeduplicationId(FIFO キューの場合のみ)
• JMS_SQS_SequenceNumber(FIFO キューの場合のみ)
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Amazon SQS のチュートリアル
このセクションでは、Amazon SQS の特徴と機能を調べるために使用できるチュートリアルを提供しま
す。

トピック
• Amazon SQS キュー (の作成) の作成AWS CloudFormation) (p. 109)
• チュートリアル:Amazon Virtual Private Cloud から Amazon SQSキューにメッセージを送信す

る (p. 110)

Amazon SQS キュー (の作成) の作成AWS 
CloudFormation)

♪AWS CloudFormationAmazon SQS キューを作成するためのコンソールと JSON (または YAML) テ
ンプレート。詳細については、「」を参照してください。の使用AWS CloudFormationテンプレー
トとAWS::SQS::QueueリソースのAWS CloudFormationユーザーガイド。

を使用するにはAWS CloudFormationAmazon SQS キューを作成する。

1. 次の JSON コードを MyQueue.json という名前のファイルにコピーします。標準キューを作成する
には、FifoQueueそしてContentBasedDeduplicationプロパティ。コンテンツベースの重複排除
の詳細については、「1回だけの処理 (p. 12)」を参照してください。

Note

FIFO キュー名は .fifo のサフィックスで終わる必要があります。

{ 
   "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09", 
   "Resources": { 
      "MyQueue": { 
         "Properties": { 
            "QueueName": "MyQueue.fifo", 
            "FifoQueue": true, 
            "ContentBasedDeduplication": true 
             }, 
         "Type": "AWS::SQS::Queue" 
         } 
      }, 
   "Outputs": { 
      "QueueName": { 
         "Description": "The name of the queue", 
         "Value": { 
            "Fn::GetAtt": [ 
               "MyQueue", 
               "QueueName" 
            ] 
         } 
      }, 
      "QueueURL": { 
         "Description": "The URL of the queue", 
         "Value": { 
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            "Ref": "MyQueue" 
         } 
      }, 
      "QueueARN": { 
         "Description": "The ARN of the queue", 
         "Value": { 
            "Fn::GetAtt": [ 
               "MyQueue", 
               "Arn" 
            ] 
         } 
      } 
   }
}

2. AWS CloudFormation コンソール にサインインし、続いて [スタックの作成] を選択します。
3. [Specify Template] パネルで、[Upload a template file]、MyQueue.json ファイル、[次へ] の順に選択

します。
4. リポジトリの []詳細の指定ページ、タイプMyQueueにとってスタックの名前[] を選択してから、次。
5. [オプション] ページで、[次へ] を選択します。
6. [Review] ページで、[作成] を選択します。

AWS CloudFormation は MyQueue スタックの作成を開始し、CREATE_IN_PROGRESS のステータ
スが表示されます。プロセスが完了すると、AWS CloudFormation に CREATE_COMPLETE ステータ
スが表示されます。

7. (任意) キューの名前、URL、ARN を表示するには、スタックの名前を選択し、次のページで [出力] セ
クションを展開します。

チュートリアル:Amazon Virtual Private Cloud から 
Amazon SQSキューにメッセージを送信する

このチュートリアルでは、安全なプライベートネットワーク経由で Amazon SQSキューにメッセージを送
信する方法について説明します。このネットワークは、Amazon EC2 インスタンスを含むVPCで構成され
ます。インスタンスはAmazon SQSに接続し、インターフェイス VPC エンドポイントを使用して、ネッ
トワークがパブリックインターネットから切断されている場合でも、Amazon EC2 インスタンスに接続し
て Amazon SQSキューにメッセージを送信できます。詳細については、「Amazon SQSのAmazon Virtual 
Private Cloud エンドポイント (p. 125)」を参照してください。

Important

• Amazon Virtual Private Cloud は HTTPS Amazon SQSエンドポイントでのみ使用できます。
• Amazon VPCからメッセージを送信するように Amazon SQS を設定する場合、プライベート 

DNS を有効にして、sqs.us-east-2.amazonaws.comの形式でエンドポイントを指定する必
要があります。

• プライベートDNS は、queue.amazonaws.comやus-east-2.queue.amazonaws.comなど
のレガシーエンドポイントをサポートしていません。

トピック
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ステップ1:Amazon EC2 キーペアを作成する

• ステップ1:Amazon EC2 キーペアを作成する (p. 111)
• ステップ2:AWSリソースを作成する (p. 111)
• ステップ 3: EC2 インスタンスがパブリックアクセス可能ではないことを確認する (p. 112)
• ステップ4: Amazon SQSの Amazon VPC エンドポイントを作成する (p. 113)
• ステップ5:Amazon SQSキューにメッセージを送信する (p. 113)

ステップ1:Amazon EC2 キーペアを作成する
キーペアを使用すると、Amazon EC2 インスタンスに接続することができます。これは、ログイン情報を
暗号化するパブリックキーと、その復号に使用されるプライベートキーで構成されます。

1. Amazon EC2 コンソールにサインインします。
2. ナビゲーションメニューの [ネットワーク & セキュリティ] で、[キーペア] を選択します。
3. [キーペアの作成] を選択します。
4. [キーペア作成] ダイアログボックスの [キーペア名] に SQS-VPCE-Tutorial-Key-Pair を入力し、

[作成] を選択します。
5. ブラウザによってプライベートキーファイルSQS-VPCE-Tutorial-Key-Pair.pemが自動的にダウ

ンロードされます。

Important

このファイルを安全な場所に保存します。EC2は、2回目に同じキーペアに対して.pemファ
イルを生成しません。

6. SSHクライアントに EC2 インスタンスへの接続を許可するには、相手のユーザーのみが読み取り権限
を持つことができるように、プライベートキーファイルのアクセス許可を設定します。例:

chmod 400 SQS-VPCE-Tutorial-Key-Pair.pem

ステップ2:AWSリソースを作成する
必要なインフラストラクチャを設定するには、Amazon EC2 インスタンスや Amazon SQSキューなどのリ
ソースで構成されるスタック作成するため設計図になるAWSAWS CloudFormation テンプレートを使用す
る必要があります。

このチュートリアルのスタックには、次のリソースが含まれます:

• VPCおよび関連するネットワーキングリソース(サブネット、セキュリティグループ、インターネット
ゲートウェイ、およびルートテーブルを含む)。

• VPCサブネット内に起動されたAmazon EC2インスタンス
• Amazon SQSキュー

1. AWS CloudFormationSQS-VPCE-Tutorial-CloudFormation.yamlGitHubからという名前のテン
プレートをダウンロードします。

2. AWS CloudFormation コンソールにサインインします。
3. [スタックの作成] を選択します。
4. [テンプレートの選択] ページで、[テンプレートを Amazon S3 にアップロード] を選択してか

ら、SQS-VPCE-SQS-Tutorial-CloudFormation.yamlファイルを選択して [次へ] を選択しま
す。

5. [詳細の指定] ページで、以下の作業を行います。
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ステップ 3: EC2 インスタンスがパブリッ
クアクセス可能ではないことを確認する

a. [スタックの名前] に「SQS-VPCE-Tutorial-Stack」と入力します。
b. についてはKeyName、SQS-VPCE-チュートリアル-キーペアを選択してください。
c. [次へ] を選択します。

6. [Options(オプション)] ページで、[Next(次へ)] を選択します。
7. レビューページの「機能」セクションで、「カスタム名の IAMAWSCloudFormation リソースが作成

される可能性があることを認めます」を選択します。 を選択し、[作成] を選択します。

AWS CloudFormation はスタックの作成を開始し、[CREATE_IN_PROGRESS] のステータスが表示されま
す。プロセスが完了すると、AWS CloudFormationに [CREATE_COMPLETE]ステータスが表示されます。

ステップ 3: EC2 インスタンスがパブリックアクセス
可能ではないことを確認する
AWS CloudFormationテンプレートにより、SQS-VPCE-Tutorial-EC2-Instanceという名前のEC2 イ
ンスタンスが VPC で起動されます。このEC2 インスタンスはアウトバウンドトラフィックを許可せず、 
Amazon SQS にメッセージを送信することができません。これを確認するには、インスタンスに接続し、
パブリックエンドポイントへの接続を試行してからメッセージAmazon SQSを送信してみる必要がありま
す。

1. Amazon EC2 コンソールにサインインします。
2. ナビゲーションメニューで、[インスタンス] の下にある [インスタンス] を選択します。
3. [SQS-VPCE-Tutorial-EC2Instance] を選択します。
4. [パブリック DNS (IPv4)] の下でホスト名をコピーします。例、ec2-203-0-113-0.us-

west-2.compute.amazonaws.com。
5. 先に作成したキーペア (p. 111)が格納されているディレクトリから次のコマンドを使用してインスタ

ンスに接続します、例:

ssh -i SQS-VPCE-Tutorial-KeyPair.pem ec2-user@ec2-203-0-113-0.us-
east-2.compute.amazonaws.com

6. パブリックエンドポイントに接続を試みます、例:

ping amazon.com

接続の試行は予期したとおりに失敗します。
7. Amazon SQSコンソールにサインインします。
8. キューの一覧から、AWS CloudFormationテンプレートで作成したキューを選択します。例: VPCE-

SQS-Tutorial-Stack-CFQueue-1ABCDEFGH2IJK。
9. 詳細 テーブルで、URL をコピーします、例、 https://sqs.us-

east-2.amazonaws.com/123456789012/。
10. EC2 インスタンスから、次のコマンドを使用して、キューにメッセージを発行してみます、例:

aws sqs send-message --region us-east-2 --endpoint-url https://sqs.us-
east-2.amazonaws.com/ --queue-url https://sqs.us-east-2.amazonaws.com/123456789012/ --
message-body "Hello from Amazon SQS."

送信の試行は予期したとおりに失敗します。

Important

後で Amazon SQSのVPC エンドポイントを作成するときに、送信の試行は成功します。
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ステップ4: Amazon SQSの Amazon 

VPC エンドポイントを作成する

ステップ4: Amazon SQSの Amazon VPC エンドポイ
ントを作成する
VPCを Amazon SQSに接続するには、インターフェイス VPC エンドポイントを定義します。エンドポイ
ントを追加した後、VPC内のEC2 インスタンスから Amazon SQS API を使用できます。これにより、パ
ブリックインターネットと交差せずにAWSネットワーク内でキューにメッセージを送信できます。

Note

EC2 インスタンスはその他のAWSサービスやインターネットのエンドポイントにアクセスできま
せん。

1. Amazon VPC コンソールにサインインします。
2. ナビゲーションメニューで [エンドポイント] を選択します。
3. [エンドポイントの作成] を選択します。
4. {エンドポイントの作成} ページの [サービス名] で、 Amazon SQS のサービス名を選択します。

Note

このサービス名は、現在のAWS リージョンによって異なります。たとえば、米国東部（オハ
イオ） にいる場合、サービス名は com.amazonaws.us-east-2.sqs になります。

5. [VPC] には、SQS-VPCE-Tutorial-VPC を選択します。
6. [サブネット] には、[サブネット ID] にSQS-VPCE-Tutorial-Subnetを含むサブネットを選択します。
7. [セキュリティグループ] の場合は [セキュリティグループの選択] を選択し、[グループ名] にSQS 

VPCE Tutorial Security Groupを含むセキュリティグループを選択します。
8. [Create endpoint] (エンドポイントの作成) を選択します。

インターフェイス VPC エンドポイントが作成され、その ID が表示されます。例:
vpce-0ab1cdef2ghi3j456k。

9. [閉じる] を選択します。

Amazon VPC コンソールの [エンドポイント] ページを開きます。

Amazon VPCがエンドポイントの作成を開始し、{保留中] ステータスが表示されます。プロセスが完了す
ると、Amazon VPCに {利用可能} ステータスが表示されます。

ステップ5:Amazon SQSキューにメッセージを送信す
る
これで VPCに Amazon SQSのエンドポイントが含まれたので、EC2 インスタンスに接続して、キューに
メッセージを送信できます。

1. EC2インスタンスに再接続します、例:

ssh -i SQS-VPCE-Tutorial-KeyPair.pem ec2-user@ec2-203-0-113-0.us-
east-2.compute.amazonaws.com

2. 次のコマンドを使用して、もう一度キューにメッセージを発行してみます、例:

aws sqs send-message --region us-east-2 --endpoint-url https://sqs.us-
east-2.amazonaws.com/ --queue-url https://sqs.us-east-2.amazonaws.com/123456789012/ --
message-body "Hello from Amazon SQS."
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ステップ5:Amazon SQSキューにメッセージを送信する

送信の試行が成功し、メッセージ本文のMD5ダイジェストとメッセージ ID が表示されます、例:

{ 
 "MD5OfMessageBody": "a1bcd2ef3g45hi678j90klmn12p34qr5", 
 "MessageId": "12345a67-8901-2345-bc67-d890123e45fg"
}

AWS CloudFormation テンプレート (例: VPCE-SQS-Tutorial-Stack-CFQueue-1ABCDEFGH2IJK) によっ
て作成されたキューからのメッセージの受信と削除の詳細については、「メッセージを受信し、削除する 
(コンソール) (p. 22)」を参照してください。

リソースの削除の詳細については、以下を参照してください。

• VPC エンドポイントの削除のAmazon VPC User Guide
• キューの削除 (p. 24)
• 詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「インスタンスの終了」を参照

してください。
• VPC を削除するのAmazon VPC User Guide
• スタックの削除AWS CloudFormationコンソールのAWS CloudFormationユーザーガイド
• Linux インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイドのキーペアの削除
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を使用した通知の自動化 EventBridge

Amazon SQS キューの自動化および
トラブルシューティング

このセクションは、Amazon SQS キューの自動化およびトラブルシューティングについて説明します。

トピック
• からの通知の自動化AWSAmazon SQS サービスからへのサービス Amazon SQS 

EventBridge (p. 115)
• を使用して Amazon Simple Queue Service キューAWS X-Ray (p. 115)

からの通知の自動化AWSAmazon SQS サービスか
らへのサービス Amazon SQS EventBridge

アマゾン EventBridge を使用すると、の自動化することができますAWSのサービスおよびアプリケーショ
ンの可用性の問題やリソースの変更などのシステムイベントに対応できます。からのイベントAWSサービ
スはに配信されます EventBridge ほぼリアルタイムにすることができます。どのイベントに興味があるの
か、イベントがルールに一致した場合にどのように自動的に実行するアクションをとるのか簡単なルール
を指定して書き込みすることができます。

EventBridge さまざまな設定ができますターゲットスタンダード Amazon SQS や JSON 形式でイベント
を受信するFIFO キューなど、することができます。詳細については、次を参照してください。アマゾン 
EventBridgeターゲットのアマゾン EventBridge ユーザーガイド。

を使用して Amazon Simple Queue Service キュー
AWS X-Ray

AWS X-Ray は、アプリケーションが処理するリクエストに関するデータを収集し、データの表示とフィル
タリングを可能にして、潜在的な問題や最適化の機会を識別できるようにします。アプリケーションに対
するトレース対象のリクエストの場合、リクエスト、レスポンス、およびアプリケーションがダウンスト
リーム AWS リソース、マイクロサービス、データベース、HTTP ウェブ API に対して行う呼び出しの詳
細な情報を表示できます。

以下を実行してAWS X-RayAmazon SQS を使用してヘッダーをトレースするには、次のいずれかの項目
を実行します。

• X-Amzn-Trace-Id トレースヘッダーを使用する。
• AWSTraceHeader メッセージシステム属性 (p. 31)を使用する。

エラーとレイテンシーに関するデータを収集するには、AmazonSQSクライアントを使用してAWSX-Ray 
SD。

♪AWS X-Rayコンソールを使用して、Amazon SQS およびアプリケーションが使用する他のサービス間
の接続マップを表示します。コンソールを使用して、平均レイテンシーや障害発生率などのメトリクス
を表示することもできます。詳細については、「」を参照してください。Amazon SQS およびAWS X-
RayのAWS X-Rayデベロッパーガイド。
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データ保護

Amazon SQS でのセキュリティ
このセクションでは、Amazon SQS のセキュリティ、認証、アクセスコントロール、Amazon SQS アク
セスポリシー言語について説明します。

トピック
• データ保護 (p. 116)
• Amazon SQSでの Identity and Access Management (p. 126)
• Amazon SQSのロギングとモニタリング (p. 176)
• Amazon SQSのコンプライアンス検証 (p. 187)
• Amazon SQSの耐障害性 (p. 188)
• Amazon SQS のインフラストラクチャセキュリティ (p. 189)
• Amazon SQSのセキュリティベストプラクティス (p. 189)

データ保護
AWS 責任共有モデルは、Amazon SimpleキューServiceのデータ保護に適用されます。このモデルで説明
されているように、AWSは、AWS クラウドのすべてを実行するグローバルインフラストラクチャを保護
する責任を担います。顧客は、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、使用される AWS のサービス のセキュリティ構成と
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。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿された
「AWS 責任共有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。

データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを
セットアップすることをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブ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。TLS 1.2 が必要です。TLS 1.3 をお勧めします。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

ションを使用します。
• 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。これらは、Amazon S3 に

保存されている機密データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証

済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2を参照してください。

顧客の E メールアドレスなどの機密情報は、タグや Name フィールドなどの自由形式のテキストフィー
ルドに格納しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、、またはAWS SDK で Amazon 
SQSまたは他のAWS のサービスを使用する場合も同様です。AWS CLI名前に使用する自由記述のテキス
トフィールドやタグに入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。外部サーバーへ
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データ暗号化

URLを供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情報をURLに含めないこと
を強くお勧めします。

次のセクションでは、Amazon SQSのデータ保護について説明します。

トピック
• データ暗号化 (p. 117)
• インターネットトラフィックのプライバシー (p. 124)

データ暗号化
データ保護には、転送時 (Amazon SQSとの間でデータを送受信するとき) のデータを保護するものと、
保管時 (Amazon SQSデータセンターのディスクに保管されているとき) のデータを保護するものがありま
す。Secure Sockets Layer (SSL)またはクライアント側の暗号化を使用して、転送時のデータを保護できま
す。保管中のデータを保護するには、メッセージをデータセンターのディスクに保存する前に、Amazon 
SQSに暗号化をリクエストし、メッセージを受信したときに復号します。

トピック
• 保管中の暗号化 (p. 117)
• キーの管理 (p. 120)

保管中の暗号化
サーバー側の暗号化 (SSE)では、機密データを暗号化されたキューで送信できます。SSEは、SQS マネー
ジドされている暗号化キー（SSE-SQS）またはでマネージドされているキーを使用して、キューのメッ
セージの内容を保護します。AWS Key Management Service (SSE-KMS)。AWS Management Console 
SSEを使用したタグの管理については、以下を参照してください。

• キューのSSE-SQSの設定(コンソール) (p. 54)
• キューのSSE-KMSの設定(コンソール) (p. 55)

AWS SDK for Java を使用して（CreateQueueまたはSetQueueAttributesの
各GetQueueAttributesアクション)SSEを管理する方法については、以下の例を参照してください:

• サーバー側の暗号化 (SSE) の使用 (p. 76)
• KMSのアクセス権限の設定AWS のサービス (p. 120)

Amazon SQSが受信したメッセージはすぐに、SSEによって暗号化されます。メッセージは暗号化された
形式で保存され、承認済みのコンシューマーに送信された場合のみ、Amazon SQSによって解読されま
す。

Important

SSE が有効なキューへのリクエストはすべて HTTPS と署名バージョン 4 を使用する必要があり
ます。
デフォルトキー (Amazon SQS の AWS マネージド KMS キー) を使用した暗号化された
キュー (p. 117)は、別な AWS アカウント の Lambda 関数を呼び出せません。
AWS Security Token Service AssumeRole アクションを使用して Amazon SQS に通知を送信で
きる AWS サービスの一部機能は、SSE と互換性がありますが、標準キューでのみ作動します:

• Auto Scaling のライフサイクルフック
• AWS Lambdaデッドレターキュー
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暗号化されたキューとの他のサービスとの互換性については、AWS のサービスのKMSアクセス
許可の設定 (p. 120)とサービスドキュメントを参照してください。

AWS KMSは、安全で可用性の高いハードウェアとソフトウェアを組み合わせて、クラウド向けに拡張さ
れたキー管理システムを提供します。AWS KMSと Amazon SQS を使用する場合は、メッセージデータを
暗号化したデータキー (p. 118)も暗号化され、保護対象のデータと保管されます。

AWS KMSを使用する利点は次のとおりです。

• お客様自身で AWS KMS keys (p. 118) を作成および管理できます。
• アカウントとリージョンごとに固有である AWS マネージド KMS キーを Amazon SQS に使用すること

もできます。
• AWS KMS のセキュリティ標準は、暗号化関連のコンプライアンス要件を満たすために役立ちます。

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「AWS Key Management 
Service とは」を参照してください。

トピック
• 暗号化スコープ (p. 118)
• 重要な用語 (p. 118)

暗号化スコープ

SSEでは、Amazon SQS キューのメッセージ本文が暗号化されます。

SSEでは、以下は暗号化されません。

• キューのメタデータ (キュー名と属性)
• メッセージのメタデータ (メッセージ ID、タイムスタンプ、属性)
• キューごとのメトリクス

メッセージを暗号化すると、未承認ユーザーまたは匿名ユーザーはそのメッセージを利用できなくなりま
す。SSE を有効にすると、SendMessageReceiveMessage暗号化されたキューへの匿名リクエストとリ
クエストは拒否されます。Amazon SQS セキュリティベストプラクティスでは、匿名リクエストを使用し
ないことを推奨しています。Amazon SQS キューに匿名リクエストを送信する場合は、必ず SSE を無効
にしてください。これは、Amazon SQSの正常な機能には影響しません。

• メッセージが暗号化されるのは、キューの暗号化が有効になった後に送信される場合のみで
す。Amazon SQSは、バックログされたメッセージを暗号化しません。

• キューの暗号化が無効になっても、暗号化されたメッセージは暗号化された状態で維持されます。

メッセージをデッドレターキュー (p. 35)に移動しても、暗号化には影響しません。

• 暗号化された出典キューから暗号化されていないデッドレターキューにメッセージがAmazon SQS に
よって移動された場合も、メッセージは暗号化された状態で維持されます。

• 暗号化されていない出典キューから暗号化されたデッドレターキューにメッセージがAmazon SQSに
よって移動された場合、メッセージは暗号化されていない状態で維持されます。

重要な用語

以下の重要なキーは、SSEの機能を理解するうえで役立ちます。詳細については、「Amazon Simple 
キューサ－ビス API リファレンス」を参照してください。
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データキー

Amazon SQSメッセージの内容を暗号化します。

詳細については、AWS Encryption SDKデベロッパーガイド。の「AWS Key Management Serviceデベ
ロッパーガイドのデータキー」を参照してください。

データキー再利用期間

Amazon SQSがデータキーを再利用して、AWS KMS再度呼び出す前にメッセージを暗号化または復
号できる時間の長さは秒単位です。60秒(1分)から86,400秒(24時間)の秒数を表す整数。デフォルトは
300(5分)です。詳細については、「データキー再利用期間について (p. 123)」を参照してください。

Note

万一 AWS KMS に到達できない場合、接続が再度確立されるまで Amazon SQS はキャッ
シュされたデータキーを継続的に使用します。

KMS キー ID

お客様アカウントまたは別のアカウントにある AWS マネージド KMS キーまたはカスタム KMS 
キーのエイリアス、エイリアス ARN、キー ID またはキー ARN。Amazon SQS の AWS マネージ
ド KMS キーのエイリアスは常に alias/aws/sqs ですが、カスタム KMS キーのエイリアスは
alias/MyAlias のように設定できます。これらの KMS キーで Amazon SQS キューのメッセージを
保護することができます。

Note

以下に留意してください。
• カスタム KMS キーを指定しない場合、Amazon SQS は Amazon SQS 用の AWS マネージ

ド KMS キーを使用します。
• 初めて AWS Management Console を使用してキュー用に Amazon SQS の AWS マネージ

ド KMS キーを指定する場合、AWS KMS は Amazon SQS の AWS マネージド KMS キー
を作成します。

• または、SSE が有効な状態でキューに SendMessage または SendMessageBatch アク
ションを初めて使用する場合、AWS KMS は Amazon SQS の AWS マネージド KMS キー
を作成します。

KMS キーの作成、KMS キーの使用方法を制御するポリシーの定義、AWS KMS コンソールまた
は CreateKey AWS KMS アクションの [Customer managed keys] (カスタマーマネージドキー) セ
クションで KMS キーの使用状況を監査することができます。詳しい情報については、AWS Key 
Management Service デベロッパーガイドの KMS キーおよびキー作成をご参照ください。KMS キー
識別子のその他の例については、AWS Key Management ServiceAPI KeyIdリファレンスのを参照し
てください。KMS キー識別子の検索については、AWS Key Management Service デベロッパーガイ
ドのキー ID と ARN の検索を参照してください。

Important

AWS KMSを使用するための追加料金はかかります。詳細については、「AWS KMSコストの
見積もり (p. 123)」と「AWS Key Management Service 料金表」を参照してください。

エンベロープ暗号化

暗号化されたデータのセキュリティは、復号できるデータキーを保護することによって部分的に異な
ります。Amazon SQS は KMS キーを使用してデータキーを暗号化し、暗号化されたデータキーは暗
号化されたメッセージと一緒に保存されます。データキーを暗号化するために KMS キーを使用する
この方法は、エンベロープ暗号化と呼ばれます。

詳細については、AWS Encryption SDK デベロッパーガイドの「エンベロープ暗号化」を参照してく
ださい。
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キーの管理
Amazon SQS は、AWS Key Management Service (KMS) と統合してサーバー側の暗号化 (SSE) 用に KMS 
キーを管理します。SSE 情報およびキー管理の定義については、「保管中の暗号化 (p. 117)」をご参照
ください。Amazon SQS は KMS キーでメッセージを暗号化および復号するデータキーを検証および保護
します。以下のセクションは Amazon SQS サービスの KMS キーとデータキーの操作について説明しま
す。

トピック
• AWS KMS 許可を設定する (p. 120)
• データキー再利用期間について (p. 123)
• AWS KMSコストの見積もり (p. 123)
• AWS KMS エラー (p. 124)

AWS KMS 許可を設定する

すべての KMS キーにはキーポリシーが必要です。Amazon SQS の AWS マネージド KMS キーにおける
キーポリシーを変更することはできないことにご留意ください。この KMS キーのポリシーには、暗号化
されたキューを使用するためのアカウント内 (Amazon SQS の使用が承認されているもの) にあるすべての
プリンシパルのアクセス許可が含まれています。

カスタマーマネージド KMS キーの場合、各キュープロデューサーおよびコンシューマーの許可を追加す
るため、キーポリシーを設定する必要があります。これを行うため、KMS キーポリシー内にプロデュー
サーおよびコンシューマーをユーザーとして名前を付けます。AWS KMS 許可の詳しい情報について
は、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの AWS KMS リソースおよび運用または AWS 
KMS API 許可リファレンスを参照してください。

または、必要な許可をIAM ポリシーで指定して、暗号化されたメッセージを作成および使用するプリンシ
パルにこのポリシーを割り当てます。詳しい情報については、AWS Key Management Service デベロッ
パーガイドの AWS KMS で IAM ポリシーの使用をご参照ください。

Note

Amazon SQS と送受信するためにグローバル許可が設定可能ですが、AWS KMS は IAM ポリシー
Resource セクションの特定リージョンで KMS キーの完全 ARN を明示的に指定することが求め
られます。

AWS のサービスのKMSアクセス許可の設定

いくつかの AWS サービスは、Amazon SQS キューにイベントを送信できるイベントソースとして機能し
ます。これらのイベントソースが暗号化キューと動作できるようにする場合、カスタマーマネージド KMS 
キーを作成して、サービスで必要な AWS KMS API メソッドを使用するためにキーポリシーに許可を追加
する必要があります。アクセス許可を設定するには、次の手順を実行します。

1. カスタマーマネージド KMS キーを作成。詳細については、AWS Key Management Service デベロッ
パーガイドのキーの作成を参照してください。

2. AWSサービスイベントソースに、kms:GenerateDataKeyおよびkms:Decrypt API メソッドを使用
できるようにするため、KMS キーポリシーに以下のステートメントを追加します。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": [{ 
         "Effect": "Allow", 
         "Principal": { 
            "Service": "service.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action": [ 
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            "kms:GenerateDataKey", 
            "kms:Decrypt" 
         ], 
         "Resource": "*" 
       }]
}

上記の例の「Service」をイベント出典のサービス名に置き換えます。イベントソースには、次のサー
ビスが含まれます。

イベントソース サービス名

CloudWatch アマゾンイベント events.amazonaws.com

Amazon S3イベント通知について s3.amazonaws.com

Amazon SNS トピックのサブスクリプション sns.amazonaws.com

3. KMS キーの ARN を使用して既存の SSE キューを設定します (p. 55)。
4. 暗号化されたキューのARNをイベント出典に追加します。

プロデューサーのKMSアクセス許可の設定

データキー再利用期間 (p. 123)が終了した場合、プロデューサーによる次回のSendMessageまた
はSendMessageBatchの呼び出しでは、kms:GenerateDataKeyとkms:Decryptの呼び出しもトリガー
されます。kms:Decryptの呼び出しでは、新しいデータキーを使用する前に整合性を検証します。した
がって、プロデューサーは KMS キーの kms:GenerateDataKey および kms:Decrypt 許可が必要で
す。

次のステートメントをプロデューサーの IAMポリシーに追加します。キーリソースとキューリソースには
正しい ARN値を使用してください。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": [{ 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": [ 
            "kms:GenerateDataKey", 
            "kms:Decrypt" 
         ], 
         "Resource":  "arn:aws:kms:us-
east-2:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
         }, { 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": [ 
            "sqs:SendMessage"  
         ], 
         "Resource": "arn:aws:sqs:*:123456789012:MyQueue"
      }]
}

クロスアカウントアクセスの場合は、以下のアクションが必要です。

   
     "kms:DescribeKey", 
     "kms:Decrypt", 
     "kms:ReEncrypt", 
     "kms:GenerateDataKey", 
     "kms:DescribeKey", 
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コンシューマーのKMSアクセス許可の設定

データキー再利用期間が終了した場合、コンシューマーが次回に ReceiveMessage を呼び出すと、それ
を使用する前に新しいデータキーの整合性を検証するために、kms:Decrypt の呼び出しもトリガーされ
ます。したがって、コンシューマーは指定されたキューのメッセージの暗号化に使用される KMS キーへ
の kms:Decrypt 許可が必要です。キューがデッドレターキュー (p. 35)として機能する場合、コンシュー
マーはソースキューのメッセージの暗号化に使用される KMS キーへの kms:Decrypt 許可も必要です。
次のステートメントをコンシューマーの IAM ポリシーに追加します。キーリソースとキューリソースには
正しい ARN値を使用してください。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": [{ 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": [ 
            "kms:Decrypt" 
         ], 
         "Resource": "arn:aws:kms:us-
east-2:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
         }, { 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": [ 
            "sqs:ReceiveMessage" 
         ], 
         "Resource": "arn:aws:sqs:*:123456789012:MyQueue"
      }]
}

混乱した使節の保護で KMS 許可を設定

キーポリシーステートメントのプリンシパルが AWS サービスプリンシパルの場合、aws:SourceArn ま
たは aws:SourceAccount のグローバル条件キーを使用して混乱した使節問題から保護できます。これ
らの条件キーを使用する場合、暗号化されているリソースの Amazon リソースネーム (ARN) の値を設定し
ます。リソースの ARN が不明の場合は、代わりに aws:SourceAccount を使用してください。

この KMS キーポリシーでは、アカウント 111122223333 が保有されたサービスの特定リソース
は、Decrypt および GenerateDataKey アクションにおいて KMS を呼び出すことが許可されます。こ
れは Amazon SQS の SSE 使用中に発生します。

{ 
 "Version": "2012-10-17", 
 "Statement": [{ 
  "Effect": "Allow", 
  "Principal": { 
            "Service": "<replaceable>service</replaceable>.amazonaws.com"
  }, 
  "Action": [ 
   "kms:GenerateDataKey", 
   "kms:Decrypt" 
  ], 
  "Resource": "*", 
  "Condition": { 
   "ArnEquals": { 
    "aws:SourceArn": [ 
      "arn:aws:service::111122223333:resource"
    ] 
   } 
  } 
 }]
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}

SSE を有効にした Amazon SQS キューを使用する場合、以下のサービスが aws:SourceArn をサポート
します:

• Amazon SNS
• Amazon S3
• CloudWatch イベント
• AWS Lambda
• CodeBuild
• Amazon Connect Customer Profiles
• AWS オートスケーリング
• Amazon Chime

データキー再利用期間について
データキー再利用期間 (p. 118)は、Amazon SQSが同じデータキーを再利用するための最大期間を定義し
ます。データキー再利用期間が終了すると、Amazon SQSは新しいデータキーを生成します。再利用期間
については、次のガイドラインに注意してください。

• 再利用期間を短くする方がセキュリティを強化できますが、結果としてAWS KMSへの呼び出しが多く
なり、無料利用枠を超える料金が発生することがあります。

• データキーは暗号化用と復号化用に別々にキャッシュされますが、再利用期間はデータキーの両方のコ
ピーに適用されます。

• データキー再利用期間が終了すると、SendMessageまたはSendMessageBatchの次の呼び出しでは、
通常AWS KMSGenerateDataKeyメソッドへの呼び出しをトリガーして新しいデータキーを取得しま
す。また、次にSendMessage およびReceiveMessageを呼び出すと、データキーを使用する前にAWS 
KMSDecryptの呼び出しがトリガーされ、データキーの整合性が検証されます。

• プリンシパル (AWS アカウントまたはユーザ) は、データキーを共有しません (固有のプリンシパルか
ら送信されたメッセージには、常に固有のデータキーが設定されます)。このため、AWS KMSへの呼び
出しのボリュームは、データキー再利用期間中に使用されている一意のプリンシパル数の倍数になりま
す。

AWS KMSコストの見積もり
コストを予測して AWS の請求内容をより正確に把握するため、Amazon SQS が KMS キーを使用する頻
度を調べることをお勧めします。

Note

以下の計算式によってかなり正確にコストを予測できますが、Amazon SQS の分散性によって実
際のコストが高くなる可能性があります。

APIリクエスト(R) キューごとの数を計算する場合は、次の式を使用します。

R = B / D * (2 * P + C)

B は請求期間(秒)です。

D は、データキー再利用期間 (p. 118)(秒)です。

Pはメインの生産数は Amazon SQS キューに送信されます。

C は、Amazon SQSキューから受信する、コンシューマー側のプリンシパル数です。
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Important

一般的に、プロデューサー側プリンシパルで発生するコストはコンシューマー側プリンシパルの
倍程度になります。詳細については、「データキー再利用期間について (p. 123)」を参照してく
ださい。
プロデューサーとコンシューマーの ユーザーが異なる場合、コストは増加します。

以下は計算の例です。正確な料金については、「AWS Key Management Service 料金表」を参照してくだ
さい。

例1:AWS KMS API コール数の計算 (2 プリンシパル、1 キュー)

この例では、以下を想定しています。

• 請求期間は1月1日から31日(2,678,400秒)です。
• データキー再利用期間は5分(300秒)に設定されています。
• キューの数は 1 つです。
• プロデューサー側プリンシパルが1つ、コンシューマー側プリンシパルが1つあります。

2,678,400 / 300 * (2 * 1 + 1) = 26,784

例2:AWS KMSAPI コール数の計算 (複数のプロデューサーとコンシューマー、2 キュー)

この例では、以下を想定しています。

• 請求期間は2月1日から28日(2,419,200秒) です。
• データキー再利用期間は24時間(86,400秒)に設定されています。
• キューの数は2つです。
• 1つ目のキューのプロデューサー側プリンシパルは3つ、コンシューマー側プリンシパルは1つです。
• 2つ目のキューのプロデューサー側プリンシパルは5つ、コンシューマー側プリンシパルは2つです。

(2,419,200 / 86,400 * (2 * 3 + 1)) + (2,419,200 / 86,400 * (2 * 5 + 2)) = 532

AWS KMS エラー

Amazon SQSおよびAWS KMSを使用する際、エラーが発生することがあります。次のリファレンスで
は、エラーおよび考えられるトラブルシューティング方法について説明します。

• AWS KMS の一般的なエラー
• AWS KMSエラーを復号化
• AWS KMS GenerateDataKey エラー

インターネットトラフィックのプライバシー
Amazon SQSの Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) エンドポイントは、Amazon SQSへの接続
のみを許可するVPC内の論理エンティティです。VPCはリクエストを Amazon SQS にルーティングし、
レスポンスを VPC にルーティングします。以下のセクションでは、VPC エンドポイントの使用と VPC エ
ンドポイントポリシーの作成について説明します。

トピック
• Amazon SQSのAmazon Virtual Private Cloud エンドポイント (p. 125)
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• Amazon SQS用のAmazon VPCエンドポイントポリシーを作成する (p. 125)

Amazon SQSのAmazon Virtual Private Cloud エンドポイント
Amazon VPC を使用して AWSリソースをホストする場合は、VPC とAmazon SQSの間にプライベート
接続を確立できます。この接続を使用して、公開インターネットと交差せずにAmazon SQSキューにメッ
セージを送信できます。

Amazon VPCを使用すると、カスタム仮想ネットワークで AWS リソースを起動できます。VPCを使用し
て、IP アドレス範囲、サブネット、ルートテーブル、ネットワークゲートウェイなどのネットワーク設定
を制御できます。Amazon VPCの詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドを参照してください。

VPCを Amazon SQSに接続するには、最初にインターフェイス VPC エンドポイントを使用すると、VPC
を他のAWSのサービス VPCに接続できます。このエンドポイントは、インターネットゲートウェイ、ネッ
トワークアドレス変換 (NAT) インスタンス、または VPN 接続を必要とせず、信頼性が高くスケーラブル
な Amazon SQS への接続を提供します。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「チュート
リアル:Amazon Virtual Private Cloud から Amazon SQSキューにメッセージを送信する (p. 110)そして例
5:VPC エンドポイントからではない場合はアクセスを拒否する (p. 162)このガイドのインターフェイス 
VPC エンドポイント (AWS PrivateLink)の」を参照してください。

Important

• Amazon Virtual Private Cloud は HTTPS Amazon SQS エンドポイントでのみ使用できます。
• Amazon VPCからメッセージを送信するように Amazon SQS を設定する場合、プライベート 

DNS を有効にして、sqs.us-east-2.amazonaws.comの形式でエンドポイントを指定する必
要があります。

• プライベートDNS は、queue.amazonaws.comやus-east-2.queue.amazonaws.comなど
のレガシーエンドポイントをサポートしていません。

Amazon SQS用のAmazon VPCエンドポイントポリシーを作成す
る
Amazon SQSのAmazon VPC エンドポイントに対するポリシーを作成して、以下を特定することができま
す。

• アクションを実行できるプリンシパル。
• 実行可能なアクション。
• このアクションを実行できるリソース。

詳細については、Amazon VPC ユーザーガイド 「VPC エンドポイントによるサービスのアクセスコント
ロール」を参照してください。

次の VPC エンドポイントポリシーの例では、Amazon SQS キューにメッセージを送信することを 
Amazon SQSMyQueue キューに許可するように指定しています。MyUser

{ 
   "Statement": [{ 
      "Action": ["sqs:SendMessage"], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:MyQueue", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam:123456789012:user/MyUser" 
      } 
   }]
}

125

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpce-interface.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpce-interface.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-endpoints-access.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-endpoints-access.html


Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイド
Identity and Access Management

以下は拒否されます:

• sqs:CreateQueueやsqs:DeleteQueueなど他の Amazon SQS API アクション
• この VPC エンドポイントを使用しようとする の他のユーザーおよびルール。
• MyUser別のAmazon SQS キューにメッセージを送信する。

Note

ユーザーはさらに、他の Amazon SQS API アクションを VPC の外側から使用します。詳細につ
いては、「例5:VPC エンドポイントからではない場合はアクセスを拒否する (p. 162)」を参照
してください。

Amazon SQSでの Identity and Access Management
AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御す
るために役立つ AWS のサービス です。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に Amazon SQSリ
ソースの使用を承認する (許可を付与する) 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。

対象者
AWS Identity and Access Management(IAM) の使用方法は、Amazon SQS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 Amazon SQSサービスを使用する場合は、管理者から必要な認
証情報と許可が提供されます。さらに多くの Amazon SQS機能を使用して作業を行う場合は、追加の許
可が必要になる可能性があります。アクセスの管理方法を理解しておくと、管理者に適切な許可をリク
エストするうえで役立ちます。Amazon SQSの機能にアクセスできない場合は、「」を参照してくださ
いAmazon Simple Queue Service 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. 143)。

サービス管理者 — 社内の Amazon SQSリソースを担当している場合は、通常、Amazon SQSへのフルア
クセスがあります。サービスのユーザーがどの Amazon SQS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。会社で Amazon 
SQSで IAM を利用する方法の詳細については、「」を参照してくださいAmazon Simple Queue Service で 
IAM を使用する方法 (p. 135)。

IAM 管理者 — IAM 管理者は、Amazon SQSへのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳細について
確認する場合があります。IAM で使用できる Amazon SQSアイデンティティベースのポリシーの例を表示
するには、「」を参照してくださいAmazon Simple Queue Service のアイデンティティベースのポリシー
例 (p. 141)。

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。
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ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS は software development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツール
を使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。自分でリクエストに署名するための
推奨される方法については、「AWS 全般のリファレンス」の「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参
照してください。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧め
します。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイ
ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認
証 (MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、「AWS 
Account Management 全般のリファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照
してください。

フェデレーティッド ID
ベストプラクティスとして、管理者アクセスを必要とするユーザーを含む人間のユーザーに対し、ID プロ
バイダーとのフェデレーションを使用して、一時的な認証情報の使用により、AWS のサービス にアクセ
スすることを要求します。

フェデレーティッド ID は、エンタープライズユーザーディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、AWS 
Directory Service、Identity Center ディレクトリのユーザーか、または ID ソースから提供された認証情報
を使用して AWS のサービス にアクセスするユーザーです。フェデレーティッド ID が AWS アカウント 
にアクセスすると、ロールが継承され、ロールは一時的な認証情報を提供します。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用す
ることをお勧めします。IAM Identity Center でユーザーとグループを作成するか、すべての AWS アカウ
ント とアプリケーションで使用するために、独自の ID ソースで一連のユーザーとグループに接続して同
期することもできます。IAM Identity Center の詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「What is IAM Identity Center?」(IAM Identity Center とは) を参
照してください。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカ
ウント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報
を保有する IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただ
し、IAM ユーザーとの長期的な認証情報が必要な特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをロー
テーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要
とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。

IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
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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。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – フェデレーティッドアイデンティティに許可を割り当てるに
は、ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーティッドアイデンティティが認証
されると、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されま
す。フェデレーションの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Creating a role for a third-party 
Identity Provider」(サードパーティーアイデンティティプロバイダー向けロールの作成) を参照してく
ださい。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可セットを設定します。アイデンティティ
が認証後にアクセスできるものを制御するため、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを IAM の
ロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可セット」を参照してください。

• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。

• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その

ユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションがト
リガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。個別
のアクションが、追加の依存アクションをポリシー内に必要とする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 Simple Queue Service 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
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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。

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

129

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use_switch-role-ec2.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use_switch-role-ec2.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id.html#id_which-to-choose_role
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id.html#id_which-to-choose_role
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html#access_policies-json
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_create.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_managed-vs-inline.html#choosing-managed-or-inline


Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイド
概要

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
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 SQS でのアクセス管理の概要
すべてAWSのリソースは AWS アカウントによって所有され、リソースの作成またはアクセスは、アク
セス権限のポリシーによって管理されます。アカウント管理者は、IAMアクセス権限ポリシーをアイデン
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ティティ (ユーザー、グループ、ロール) に添付できます。一部のサービス ( Amazon SQS など) では、ア
クセス権限ポリシーをリソースに添付することもできます。

Note

アカウント管理者 (または管理者ユーザー) は、管理者権限を持つユーザーです。詳細について
は、「IAM ユーザーガイド 」の「IAM のベストプラクティス」を参照してください。

アクセス権限を付与する場合、アクセス権限を取得するユーザー、取得するアクセス権限の対象となるリ
ソース、およびリソースに対して許可される特定のアクションを指定します。

トピック
• Amazon Simpleキューサービス リソースと操作 (p. 131)
• リソース所有権について (p. 132)
• リソースへのアクセスの管理 (p. 132)
• ポリシー要素の指定:アクション、効果、リソース、プリンシパル (p. 135)
• ポリシーでの条件の指定 (p. 135)

Amazon Simpleキューサービス リソースと操作
Amazon SQS では、唯一のリソースはキューです。ポリシーで Amazon リソースネーム (ARN)を使用し
て、ポリシーを適用するリソースを識別します。次のリソースには、関連付けられた一意のARN がありま
す。

リソースタイプ ARN 形式

キュー arn:aws:sqs:region:account_id:queue_name

キューの ARN 形式の例を以下に示します。

• AWSアカウント 123456789012:に属するmy_queue米国東部（オハイオ）リージョンのというキューの 
ARN。

arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:my_queue

• Amazon SQSがサポートする異なるリージョンごとのmy_queueというキューのARN。

arn:aws:sqs:*:123456789012:my_queue

• キュー名に対して*または?をワイルドカードとして使用する ARN。次の例で、ARN はプレフィックス
my_prefix_ が付いたすべてのキューに一致します。

arn:aws:sqs:*:123456789012:my_prefix_*

GetQueueAttributes アクションを呼び出して既存のキューの ARN 値を取得できます。QueueArn 属
性の値は、キューの ARN です。ARNの詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ARN」を参照して
ください。

Amazon SQSには、キューリソースを操作するための一連の アクションが用意されています。詳細につい
ては、「Amazon SQS (Amazon SQS)、 API のアクセス権限: アクションとリソースのリファレンスにつ
いて (p. 173)」を参照してください。
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リソース所有権について
AWS アカウントは、誰がリソースを作成したかにかかわらず、アカウントで作成されたリソースを所有し
ます。具体的には、リソース所有者は、リソースの作成リクエストを認証するプリンシパルエンティティ
(ルートアカウント、ユーザーユーザー、または IAM ロール) の所有者です。AWS アカウント次の例は、
この仕組みを示しています。

• AWS アカウント アカウントのルートアカウントの認証情報を使用してAmazon SQSキューを作成す
る場合、この アカウントがリソースのAWS アカウント所有者です ( Amazon SQSでは、リソースは
Amazon SQSキューです)。

• にユーザーを作成し、そのユーザーにキューを作成するためのアクセス権限を付与する場合、そのユー
ザーはキューを作成できます。AWS アカウントただし、(ユーザーが属する) AWS アカウントアカウン
トはキューリソースを所有しています。

• Amazon SQSキューを作成するためのAWS アカウントアクセス権限を持つIAM ロールを作成する場合
は、ロールを引き受けることのできるいずれのユーザーもキューを作成できます。(ロールが属する) 
AWS アカウントはキューリソースを所有しています。

リソースへのアクセスの管理
アクセス許可ポリシー では、誰が何にアクセスできるかを記述します。以下のセクションで、アクセス権
限のポリシーを作成するために使用可能なオプションについて説明します。

Note

このセクションでは、Amazon SQSのコンテキストでの IAM の使用について説明します。これ
は、IAMサービスに関する詳細情報を取得できません。IAM に関する詳細なドキュメントについ
ては、「IAM ユーザーガイド」の「What is IAM?」(IAM とは？) を参照してください。IAM ポリ
シーの構文と説明については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS IAM ポリシーリファレンス」を
参照してください。

IAM ID にアタッチされたポリシーは ID ベースのポリシー (IAM ポリシー) と呼ばれ、リソースにアタッチ
されたポリシーはリソースベースのポリシーと呼ばれます。

アイデンティティベースのポリシー (IAMポリシーと Amazon SQS ポリシー)

ユーザーにAmazon SQSキューのアクセス権限を付与する方法は、 ポリシーシステムを使用する方法と
IAMポリシーシステムを使用する方法の 2 つです。いずれかのシステムまたは両方を使用して、ユーザー
またはロールにポリシーをアタッチできます。ほとんどの場合、どちらのシステムを使用しても同じ結果
が得られます。例えば、次の操作を実行できます:

• アカウントのユーザーまたはグループに許可ポリシーを添付する–Amazon SQS キューを作成する許可
を付与するために、ユーザーまたはユーザーが所属するグループに許可ポリシーを添付できます。

• 別のAWS アカウントアカウントのユーザーにアクセス権限ポリシーを添付する- ユーザーにAmazon 
SQSキューを作成するアクセス権限を付与するには、別のAWS アカウントにAmazon SQSアクセス権
限をアタッチします。

クロスアカウントアクセス権限は、次のアクションには適用されません。
• AddPermission
• CreateQueue
• DeleteQueue
• ListQueues
• ListQueueTags
• RemovePermission
• SetQueueAttributes
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• TagQueue
• UntagQueue

• アクセス権限ポリシーをロールに添付する (クロスアカウントのアクセス権限を付与する) –クロスアカ
ウントのアクセス権限を付与するには、アイデンティティベースのアクセス権限ポリシーを IAM ロール
に添付できます。たとえば、AWS アカウント Aの管理者は、次のようにAWS アカウント アカウント B 
(またはAWSサービス) にクロスアカウントアクセス権限を付与するロールを作成できます。
• アカウントAの管理者は、IAM ロールを作成して、アカウント A のリソースに許可を付与するロール

に権限を付与するロールに許可ポリシーをアタッチします。
• アカウント Aの管理者は、アカウントBをそのロールを引き受けるプリンシパルとして識別するロー

ルに、信頼ポリシーを添付します。
• アカウントBの管理者は、ロールを引き受けるアクセス権限をアカウントBの任意のユーザーに委任で

きます。これにより、アカウントBのユーザーはアカウントAでキューを作成したり、キューにアクセ
スしたりできます。

Note

ロールを引き受けるアクセス権限をAWSサービスに付与する場合は、信頼ポリシーのプリン
シパルもAWSサービスのプリンシパルにできます。

IAM を使用した許可の委任の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「アクセス管理」を参照してく
ださい。

Amazon SQS はIAMポリシーを使用して作業する一方で、独自のポリシーインフラストラクチャがあり
ます。キューでAmazon SQSポリシーを使用して、キューにアクセスできるAWSアカウントを指定でき
ます。アクセスタイプと条件を指定できます (たとえば、リクエストが 2010年12月31日より前の場合
はSendMessage、ReceiveMessageを使用するアクセス権限を付与する条件)。アクセス許可を付与でき
る特定のアクションは、Amazon SQS アクションリスト全体のサブセットです。Amazon SQS ポリシー
を記述して、*「すべての アクションを許可」を意味するを指定した場合、ユーザーがこのサブセット内
のすべてのアクション実行できることを意味します。

次の図は、これらのベーシックなAmazon SQS ポリシーのうち1つの概念を表しており、アクションのサ
ブセットを取り上げています。ポリシーは queue_xyz 用であり、AWS アカウント1および AWS アカウ
ント 2に指定されたキューで許可されたアクションのいずれかを使用するアクセス権限を与えます。

Note

ポリシー内のリソースが123456789012/queue_xyzとして指定されています 
(123456789012は、キューを所有するアカウントの AWS アカウントID です)。
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概要

IAMと、ユーザーおよび Amazon リソースネーム（ARN)の概念の導入により、SQSポリシーに関するいく
つかの点が変わりました。次の図と表は、その変更を示しています。

異なるアカウントのユーザーに権限を付与する方法については、IAMユーザーガイド「チュートリアル:
アクセス権の委任AWSIAM ロールを使用するアカウントを参照してください。

 *に含まれるアクションのサブセットが拡大されました。可能なアクションの一覧については、Amazon 
SQS (Amazon SQS)、 API のアクセス権限: アクションとリソースのリファレンスについて (p. 173)を参
照してください。

Amazon リソースネーム (ARN)を使用してリソースを指定できます。これは、IAMポリシーでリソースを
指定するためのスタンダードな方法です。Amazon SQSキューのARN形式については、「Amazon Simple
キューサービス リソースと操作 (p. 131)」を参照してください。

たとえば上の図の Amazon SQS AWS ポリシーによると、AWS アカウントにしたがって、 1または アカ
ウント2のセキュリティ認証情報を持つどのユーザーでもqueue_xyzにアクセスできます。さらに、自身
のAWS アカウント (ID 123456789012)内のユーザー Bobおよび Susanもキューにアクセスできます。

IAMの導入前は、 Amazon SQSによりキューの作成者に、キューに対する完全なコントロールが付与され
ていました (そのキューで使用できるすべての Amazon SQ アクションへのアクセス)。これは、作成者が 
AWS セキュリティ認証情報を使用している場合以外は当てはまらなくなりました。キューを作成するア
クセス権限を持つユーザーは、作成されたキューで何らかの操作を実行するには、他のAmazon SQSアク
ションを使用するアクセス権限も持っている必要があります。

以下に、ユーザーにすべてのAmazon SQSアクションを許可するが、対象を名前にリテラル文字列という
プレフィックスがついているキューに限るポリシーの例を示しますbob_queue_。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [{ 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "sqs:*", 
      "Resource": "arn:aws:sqs:*:123456789012:bob_queue_*" 
   }]
}
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Amazon Simple Queue Service で IAM を使用する方法

詳細については、IAMユーザーガイドAmazon SQS でのアイデンティティベースのポリシーを使用す
る (p. 144)「ID (ユーザー、グループ、ロール)」とのIAM ポリシーの概要」を参照してください。

ポリシー要素の指定:アクション、効果、リソース、プリンシパ
ル
Amazon Simple キューサービス リソース (p. 131)の種類ごとに、このサービスは、一連のアクションを
定義します。これらの アクションを実行するためのアクセス権限を付与するために、Amazon SQSではポ
リシーに一連のアクションを定義できます。

Note

1つの アクションの実行で、複数のアクションのアクセス権限が必要になる場合があります。特
定のアクションのアクセス権限を付与した場合は、アクションを許可または拒否するリソースを
識別します。

最も基本的なポリシーの要素を次に示します。

• リソース–ポリシーで Amazon リソースネーム (ARN)を使用して、ポリシーを適用するリソースを識別
します。

• アクション–アクションのキーワードを使用して、許可または拒否するリソースアクションを識別しま
す。たとえば、sqs:CreateQueue権限は、Amazon Simple キューサービスCreateQueueアクション 
の実行をユーザーに許可します。

• 効果–ユーザーが特定のアクションを要求する際の効果を指定します。許可または拒否のいずれかにな
ります。リソースへのアクセスを明示的に許可していない場合、アクセスは暗黙的に拒否されます。ま
た、明示的にリソースへのアクセスを拒否すると、別のポリシーによってアクセスが許可されている場
合でも、ユーザーはそのリソースにアクセスできなくなります。

• プリンシパル-アイデンティティベースのポリシー（IAMポリシー）で、ポリシーが添付されているユー
ザーが黙示的なプリンシパルとなります。リソースベースのポリシーでは、権限 (リソースベースのポ
リシーにのみ適用）を受け取りたいユーザー、アカウント、サービス、またはその他のエンティティを
指定します。

Amazon SQS ポリシーの構文と記述の詳細については、IAM ユーザーガイドのAWSIAM ポリシーリファ
レンスを参照してください。

すべてのAmazon Simpleキューサービスアクションおよびそれに適用されるリソースを示す表について
は、「Amazon SQS (Amazon SQS)、 API のアクセス権限: アクションとリソースのリファレンスについ
て (p. 173)」を参照してください。

ポリシーでの条件の指定
アクセス権限を付与するとき、Amazon SQSアクセスポリシー言語を使用して、ポリシーが有効になる必
要がある条件を指定できます。例えば、特定の日付の後にのみ適用されるポリシーが必要になる場合があ
ります。ポリシー言語での条件の指定の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「条件」を参照して
ください。

条件を表すには、あらかじめ定義された条件キーを使用します。Amazon SQS に固有の条件キーはありま
せん。ただし、 AWS全体の条件キーがあり、必要に応じてAmazon SQSで使用できます。現在、Amazon 
SQS はIAMで使用可能な条件キーの制限されたサブセットのみをサポートしています。the section called 
“APIアクセス許可のリファレンス” (p. 173) を参照してください。

Amazon Simple Queue Service で IAM を使用する方
法
IAM を使用して Amazon SQSへのアクセスを管理する前に、Amazon SQSで使用できる IAM 機能につい
て理解しておく必要があります。
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Amazon Simple Queue Service で IAM を使用する方法

Amazon Simple Queue Service で使用できる IAM の機能

IAM 機能 Amazon SQSサポート

アイデンティティベースのポリシー (p. 136) はい

リソースベースのポリシー (p. 137) いいえ

ポリシーアクション (p. 137) はい

ポリシーリソース (p. 138) はい

ポリシー条件キー (サポート固有) (p. 138) はい

ACL (p. 139) いいえ

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 139) 部分的

テンポラリ認証情報 (p. 139) はい

プリンシパル許可 (p. 140) はい

サービスロール (p. 140) はい

サービスにリンクされたロール (p. 140) いいえ

Amazon SQSおよびAWSのその他のサービスが大部分の IAM 機能とどのように動作するかに関するおお
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。

アクセスコントロール
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。

Note

すべてのAWS アカウントはアカウント内でユーザーにアクセス権限を委任できることを理解する
ことが重要です。クロスアカウントアクセスによって、追加のユーザーを管理しなくても、AWS
リソースへのアクセスを共有することができます。クロスアカウントのアクセスの詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「クロスアカウントアクセスの有効化」を参照してください。
Amazon SQSカスタムポリシーの制限事項 (p. 159) カスタムポリシー内のクロスコンテンツ権
限と条件キーの詳細については、を参照してください。

Amazon SQSの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。
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リソースベースのポリシー

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。

Amazon SQSのアイデンティティベースのポリシー例

Amazon SQSアイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「」を参照してくださいAmazon 
Simple Queue Service のアイデンティティベースのポリシー例 (p. 141)。

Amazon SQS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。

Amazon SQS のポリシーアクション

ポリシーアクションに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どの
プリンシパル がどの リソース に対してどのような 条件 下で アクション を実行できるかということで
す。

JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。

このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための許可を付与するポリシーで使用され
ます。

Amazon SQS アクションのリストについては、『サービス認証リファレンス』の「Amazon Simple Queue 
Service によって定義されるリソース」を参照してください。
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ポリシーリソース

Amazon SQSのポリシーアクションは、アクションの前に次のプレフィックスを使用します。

sqs

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": [ 
      "sqs:action1", 
      "sqs:action2" 
         ]

Amazon SQSアイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「」を参照してくださいAmazon 
Simple Queue Service のアイデンティティベースのポリシー例 (p. 141)。

Amazon SQS 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。

オペレーションのリスト化など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、ステート
メントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。

"Resource": "*"

Amazon SQS リソースタイプとその ARN のリストについては、『サービス認証リファレンス』の
「Amazon Simple Queue Service によって定義されるアクション」を参照してください。どのアクション
で各リソースの ARN を指定できるかについては、「Amazon Simple Queue Service で定義されるリソー
ス」を参照してください。

Amazon SQSアイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「」を参照してくださいAmazon 
Simple Queue Service のアイデンティティベースのポリシー例 (p. 141)。

Amazon SQSのポリシー条件キー

サービス固有のポリシー条件キーのサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。
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ACL

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。

Amazon SQS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 Simple 
Queys for Amazon Simple Queue Service」を参照してください。条件キーを使用できるかについては、
「Amazon Simple Queue Service で定義されるアクション」を参照してください。

Amazon SQSアイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「」を参照してくださいAmazon 
Simple Queue Service のアイデンティティベースのポリシー例 (p. 141)。

Amazon SQSの 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。

Amazon SQSでの 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
アップするステップ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「属性に基づくア
クセスコントロール (ABAC) を使用する」を参照してください。

Amazon SQS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
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AWS のサービス には、一時認証情報を使用してサインインしても機能しないものがあります。一時的な
認証情報を利用できる AWS のサービス を含めた詳細情報については、IAM ユーザーガイドの「IAM と連
携する AWS のサービス」を参照してください。

ユーザー名とパスワード以外の方法で AWS Management Console にサインインする場合は、一時認証情
報を使用していることになります。例えば、会社の Single Sign-On (SSO) リンクを使用して AWS にアク
セスすると、そのプロセスは自動的に一時認証情報を作成します。また、ユーザーとしてコンソールにサ
インインしてからロールを切り替える場合も、一時認証情報が自動的に作成されます。ロールの切り替え
に関する詳細については、IAM ユーザーガイドの「ロールへの切り替え (コンソール)」を参照してくださ
い。

一時認証情報は、AWS CLI または AWS API を使用して手動で作成できます。作成後、一時認証情報を使
用して AWS にアクセスできるようになります。AWS は、長期的なアクセスキーを使用する代わりに、一
時認証情報を動的に生成することをお勧めします。詳細については、「IAM の一時的セキュリティ認証情
報」を参照してください。

Amazon SQSのクロスサービスプリンシパル許可

プリンシパル許可のサポート はい

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。個別のアクションが、追加の依存アクションをポリ
シー内に必要とする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 Simple Queue 
Service 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。

Amazon SQS 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。

Warning

サービスロールの許可を変更すると、Amazon SQS機能が破損する可能性があります。Amazon 
SQS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。

Amazon SQSのサービスにリンクされたロール

サービスリンクロールのサポート いいえ

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
クロールのアクセス許可を表示できますが、編集することはできません。

サービスリンクロールの作成または管理の詳細については、「IAM と提携する AWS のサービス」を参照
してください。表の中から、[Service-linked role] (サービスにリンクされたロール) 列に Yes と記載され
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たサービスを見つけます。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 Simple Queue Service のアイデンティティ
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 Amazon SQSリソースを作成または変更する許可はありませ
ん。また、AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS API を使
用してタスクを実行することもできません。IAM 管理者は、リソースで必要なアクションを実行するため
のアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理者はロールに IAM ポ
リシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

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。

リソースタイプごとの ARN の形式を含む、Amazon SQSで定義されるアクションとリソースタイプの詳
細については、「サービス認証リファレンス」の「Amazon Simple Queue Service 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. 141)
• Amazon SQSコンソールの使用 (p. 142)
• 自分の許可の表示をユーザーに許可する (p. 142)

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内で誰かが Amazon SQSリソースを作成、アクセス、また
は削除できるどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追加料金が発
生する可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下の
ガイドラインと推奨事項に従ってください。

• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。

• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。

• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを 
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS 
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可する
こともできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の [IAM JSON policy elements: Condition]
(IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。

• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access 
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM 
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。

• 多要素認証 (MFA) を要求する – AWS アカウント で IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナ
リオがある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び
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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。

Amazon SQSコンソールの使用
Amazon Simple Queue Service コンソールにアクセスするには、許可の最小限のセットが必要です。これ
らの許可により、の Amazon SQSリソースの詳細のリスト化と表示を許可する必要がありますAWS アカ
ウント。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 Amazon SQS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 
AmazonConsoleAccessReadOnlyAWS SQSまたはマネージドポリシーも添付します。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", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}
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Amazon Simple Queue Service 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
Amazon SQSと IAM の使用に伴って発生する可能性がある一般的な問題の診断や修復には、次の情報を利
用してください。

トピック
• Amazon SQSでアクションを実行する権限がない (p. 143)
• iam を実行する権限がないPassRole (p. 143)
• 自分の以外のユーザーに AmazonAWS アカウント SQSリソースへのアクセスを許可したい (p. 144)

Amazon SQS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。

以下のエラー例は、mateojackson ユーザーがコンソールを使用して架空の my-example-widget リ
ソースに関する詳細情報を表示しようとしているが、架空の sqs:GetWidget 許可がないという場合に発
生します。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 sqs:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、Mateo のポリシーでは、my-example-widget アクションを使用して sqs:GetWidget リ
ソースにアクセスすることを許可するように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 を実行する権限がないPassRole
iam:PassRoleアクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して 
Amazon SQS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。

以下の例のエラーは、という IAM ユーザーがコンソールを使用して Amazonmarymajor SQSでアクショ
ンを実行しようする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サービス
ロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡す許可がありません。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。

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。
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自分の以外のユーザーに AmazonAWS アカウント SQSリソース
へのアクセスを許可したい
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースにアクセスするため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。

• Amazon SQSがこれらの機能をサポートしているかどうかについては、「」を参照してくださ
いAmazon Simple Queue Service で IAM を使用する方法 (p. 135)。

• 所有している AWS アカウント 全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM ユー
ザーガイド」の「所有している別の AWS アカウント アカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提
供」を参照してください。

• サードパーティーの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM 
ユーザーガイド」の「第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する」を参照してくだ
さい。

• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「外部で
認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可」を参照してください。

• クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いの詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してくださ
い。

Amazon SQS でのアイデンティティベースのポリシー
を使用する
このトピックでは、アカウント管理者がIAMアイデンティティ (ユーザー、グループ、ロール) へのアクセ
ス権限ポリシーを添付する、アイデンティティベースのポリシーの例を示します。

Important

初めに Amazon Simpleキューサ－ビスリソースへのアクセスを管理するための基本概念と使用で
きるオプションについて説明する概要トピックをご覧になることをお勧めします。詳細について
は、「Amazon SQS でのアクセス管理の概要 (p. 130)」を参照してください。
ただし、ListQueuesでは、すべての Amazon SQSアクションがリソース-レベルのアクセス許可
をサポートします。詳細については、「Amazon SQS (Amazon SQS)、 API のアクセス権限: ア
クションとリソースのリファレンスについて (p. 173)」を参照してください。

トピック
• Amazon SQS ポリシーとIAMポリシーの使用 (p. 144)
• Amazon SQSコンソールの使用に必要なアクセス許可 (p. 146)
• Amazon SQS のAWSマネージド（事前定義）ポリシー (p. 146)
• Amazon SQS のIAMポリシーの基本例 (p. 147)
• ベーシックAmazon SQSポリシーの例 (p. 149)

Amazon SQS ポリシーとIAMポリシーの使用
ユーザーに Amazon SQSリソースのアクセス権限を付与する方法は、 ポリシーシステムを使用する方法と
IAMポリシーシステムを使用する方法の 2 つです。いずれか、または両方を使用できます。ほとんどの場
合、どちらでも同じ結果が得られます。
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例えば、以下の図は、IAMポリシーとそれに相当する Amazon SQS ポリシーを示していま
す。ReceiveMessage IAMポリシーは、 AWSアカウントとAmazon SQSで呼ばれるキューに対する
SendMessage queue_xyzおよび アクションの権限を付与します。このポリシーは、ユーザー Bob お
よび Susan に添付されています (つまり、Bob と Susan に、ポリシー内に記述されているアクセス権
限があります)。この ReceiveMessageAmazon SQS ポリシーは、Bob と Susan に、同じキューの と
SendMessage アクションへの権限も付与します。

Note

この例は、条件のないシンプルなポリシーを示しています。どちらのポリシーでも特定の条件を
指定して、同じ結果を得ることができます。

IAMポリシーとAmazon SQSポリシーには、Amazon SQSポリシーシステムでは他のAWSアカウントにア
クセス許可を付与できますが、IAMではできないという違いが 1 つあります。

両方のシステムを同時に使用してどのようにアクセス許可を管理するかは、ご自身で決めてください。以
下の例では、2つのポリシーシステムがどのように連携するかを示しています。

• 最初の例では、BobのアカウントにIAMポリシーとAmazon SQS ポリシーの両方が適用されていま
す。ReceiveMessageIAMポリシーは、Amazon SQSでのqueue_xyzアクションについて、Bob のア
カウントにアクセス許可を付与しAmazon SQS 、 ポリシーは、同じキューのSendMessageアクション
のアクセス許可をBobのアカウントに付与します。以下の図に、そのコンセプトを示します。
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Bob がReceiveMessageリクエストをqueue_xyzに送信すると、IAMポリシーでそのアクションが許
可されます。BobがSendMessageリクエストをqueue_xyz に送信すると Amazon SQSポリシーでその
アクションが許可されます。

• 2 番目の例では、Bob がqueue_xyzに対するアクセス許可を不正に使用したため、このキューへのBob
のアクセス許可をすべて削除する必要があります。最も簡単な方法は、そのキューに対するBobのア
クションをすべて拒否するようなポリシーを追加することです。明示的な denyは常にallowをオー
バーライドするため、このポリシーは他の 2 つのポリシーをオーバーライドします。ポリシーの評価
ロジックの詳細については、「Amazon SQSアクセスポリシー言語を使用したカスタムポリシーの使
用 (p. 152)」を参照してください。以下の図に、そのコンセプトを示します。

また、そのキューに対する Bob からのアクセスをすべて拒否するようなステートメントを Amazon 
SQSポリシーに追加することもできます。これは、そのキューに対する Bobのアクセスを拒否する
IAMポリシーを追加するのと同じ効果を持ちます。Amazon SQSアクションおよびリソースに対応す
るポリシーの例については、「ベーシックAmazon SQSポリシーの例 (p. 149)」を参照してくださ
い。AmazonSQS記載 ポリシーの詳細については、「Amazon SQSアクセスポリシー言語を使用したカ
スタムポリシーの使用 (p. 152)」を参照してください。

Amazon SQSコンソールの使用に必要なアクセス許可
Amazon SQSコンソールを使用して作業するユーザーには、ユーザーの AWS アカウント アカウントの
Amazon SQSキューを使用するための最小限のアクセス権限が必要です。たとえば、ユーザーにはキュー
をリスト表示するための ListQueues アクションを呼び出すアクセス権限、またはキューを作成するため
の CreateQueue アクションを呼び出すアクセス権限が必要です。Amazon SQSキューを Amazon SNSト
ピックに登録する Amazon SQS アクセス権限に加えて、コンソールには Amazon SNSアクション用のア
クセス権限が必要です。

これらの最小限必要なアクセス権限よりも制限された IAMポリシーを作成している場合、そのIAMポリ
シーを使用するユーザーに対してコンソールは意図したとおりには機能しない場合があります。

AWS CLI または Amazon SQS またはアクションのみを呼び出す場合は、最小限のコンソールアクセス許
可をユーザーに付与する必要はありません。

Amazon SQS のAWSマネージド（事前定義）ポリシー
AWS は、AWSによって作成され管理されるスタンドアロンの IAM ポリシーを提供することで、多くの
一般的ユースケースに対応します。マネージドポリシーは、一般的ユースケースに必要な許可を付与する
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ことで、どの許可が必要なのかをユーザーが調査する必要をなく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「AWS マネージドポリシー」を参照してください。

アカウントのユーザーにアタッチできる以下のAWS管理ポリシーは、Amazon SQS管理 API を使用するた
めに必要です。

• AmazonSQSFullAccess — を使用して Amazon SQS キューへのフルアクセスを許可しますAWS 
Management Console。

• AmazonSQSReadOnlyAccess — を使用して Amazon SQS キューへの読み取り専用アクセスを許可しま
すAWS Management Console。

IAMコンソールで使用可能なポリシーを検索および確認できます。独自のカスタム IAMポリシーを作成し
て、 Amazon SQSアクションとキューのためのアクセス権限を許可することもできます。これらのカスタ
ムポリシーは、アクセス権限が必要な ユーザーにアタッチできます。

Amazon SQS のIAMポリシーの基本例
次の例では、 Amazon SQSアクセス許可ポリシーの概要を示します。

Note

Amazon EC2 Auto Scaling のライフサイクルフックを構成する場合、メッセージをAmazon SQS
キューに送信するためのポリシーを作成する必要はありません。詳細については、「Amazon 
EC2 Auto ScalingライフサイクルフックのLinux インスタンス用 Amazon EC2ユーザーガイド」を
参照してください。

例1: ユーザーがキューを作成することを許可する

次の例では、すべてのAmazon SQSアクションへのアクセスを Bobに許可するBob用のポリシーを作成し
ますが、名前のプレフィックスがリテラル文字列 alice_queue_ になっているキューしか含まれていま
せん。

Amazon SQSでは、キューの作成者に、そのキューを使用するアクセス権限が自動的に付与されません。
したがって、IAM ポリシーの CreateQueue アクションに加えて、すべての Amazon SQS アクションを
使用するアクセス権限を Bob に明示的に付与する必要があります。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [{ 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "sqs:*", 
      "Resource": "arn:aws:sqs:*:123456789012:alice_queue_*" 
   }]
}

例2: 共有キューにメッセージを書き込むことを開発者に許可する

次の例では、開発者のグループを作成し、 Amazon SQSSendMessage AWS アカウント アクショ
ンの使用をグループに許可するポリシーをアタッチしますが、指定された アカウントに属してい
る、MyCompanyQueueという名前のキューしか含まれていません。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [{ 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "sqs:SendMessage", 
      "Resource": "arn:aws:sqs:*:123456789012:MyCompanyQueue" 
   }]
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}

* の代わりにSendMessageを使用してアクション
ChangeMessageVisibility、DeleteMessage、GetQueueAttributes、GetQueueUrl、ReceiveMessage、
およびSendMessageを共有キューのプリンシパルに許可できます。

Note

*には、他のアクセス許可タイプにより提供されるアクセスが含まれています、Amazon SQS は
アクセス許可を個別に考慮します。たとえば、* により許可されるアクセスがSendMessageに含
まれている場合でも、*とSendMessageの両方のアクセス許可をユーザーに付与できます。
このコンセプトは、アクセス許可を削除するときも適用されます。プリンシパルに*アクセ
ス許可しかない場合は、SendMessageアクセス許可の削除をリクエストしても、プリンシ
パルは「everything-but」アクセス許可を持つことにはなりません。プリンシパルは明示的
なSendMessageアクセス許可を持っていないため、リクエストに効果はありません。プリンシパ
ルがReceiveMessageアクセス許可だけを持つようにする場合、まず ReceiveMessage アクセ
ス許可を追加してから*アクセス許可を削除します。

例3: キューの一般的なサイズを取得することをマネージャーに許可する

次の例では、マネージャーのグループを作成し、指定されたAWS アカウントに属する、すべてのキューを
含むAmazon SQSGetQueueAttributesアクションの使用をグループに許可するポリシーをアタッチし
ます。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [{ 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "sqs:GetQueueAttributes", 
      "Resource": "*"    
   }]
}

例4: パートナーが特定のキューにメッセージを送信することを許可する

このタスクは、Amazon SQSポリシーまたはIAMポリシーを使用して完了できます。パートナーがAWS 
アカウントを持つ場合は、Amazon SQSポリシーを使用した方が簡単になる可能性があります。ただ
し、AWSのセキュリティ認証情報を所有するパートナー会社のユーザーは、キューにメッセージを送信
できます。特定のユーザーまたはアプリケーションにアクセスを制限する場合は、パートナーを自社内の
ユーザーと同様に扱い、IAMポリシーではなく Amazon SQSポリシーを使用する必要があります。

この例は以下のアクションを実行します。

1. WidgetCo パートナー企業を表すためにグループを作成します。
2. アクセスを必要としているパートナー会社の特定のユーザーまたはアプリケーション用のユーザーを

作成します。
3. ユーザーを グループに追加します。
4. SendMessageというキューのみのWidgetPartnerQueueアクションのみへのグループのアクセス権

限を付与するポリシーを添付します。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [{ 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": "sqs:SendMessage", 
         "Resource": "arn:aws:sqs:*:123456789012:WidgetPartnerQueue" 
   }]
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}

ベーシックAmazon SQSポリシーの例
このセクションでは、一般的なAmazon SQSユースケースのサンプルポリシーを示します。

コンソールを使用して、ユーザーにポリシーをアタッチしながら各ポリシーの効果を検証できます。最初
は、ユーザーにアクセス権限が付与されてないため、コンソールを使用して何もできません。ユーザー
にポリシーを添付することで、ユーザーがコンソールで多様なアクションを実行できることを確認できま
す。

Note

2つのブラウザウィンドウを使用することをお勧めします。1つでアクセス権限を付与し、もう1つ
でユーザーの認証情報を使用して AWS Management Console にサインインして、アクセス権限
をユーザーに付与するごとに確認します。

例1:1つのアクセス権限を1人に付与するAWS アカウント
以下のサンプルポリシーは、AWS アカウント番号111122223333に、米国東部（オハイオ） リージョン
の444455556666/queue1という名前のキューに対するSendMessageアクセス権限を付与します。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Id": "Queue1_Policy_UUID", 
   "Statement": [{ 
      "Sid":"Queue1_SendMessage", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
         "AWS": [  
            "111122223333" 
         ] 
      }, 
      "Action": "sqs:SendMessage", 
      "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2:444455556666:queue1" 
   }]   
}

例2:2つのアクセス権限を1人に付与するAWS アカウント
以下のサンプルポリシーは、AWS アカウント番号111122223333に、444455556666/queue1という名
前のキューに対するSendMessageアクセス権限とReceiveMessageアクセス権限の両方を付与します。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Id": "Queue1_Policy_UUID", 
   "Statement": [{ 
      "Sid":"Queue1_Send_Receive", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
         "AWS": [ 
            "111122223333" 
         ] 
      }, 
      "Action": [ 
         "sqs:SendMessage", 
         "sqs:ReceiveMessage" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:sqs:*:444455556666:queue1" 
   }]
}
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例3:すべてのアクセス権限を 2人に付与するAWS アカウント
以下のサンプルポリシーでは、米国東部（オハイオ） リージョン内で123456789012/queue1という名
前のキューについて、 Amazon SQSによって共有アクセスが許可されるすべてのアクションを使用するた
めのアクセス許可を、2つの異なるAWS アカウント番号(111122223333 および 444455556666) に付与
しています。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Id": "Queue1_Policy_UUID", 
   "Statement": [{ 
      "Sid":"Queue1_AllActions", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
         "AWS": [ 
            "111122223333", 
            "444455556666" 
         ] 
      }, 
      "Action": "sqs:*", 
      "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:queue1" 
   }]
}

例4: ロールおよびユーザー名にクロスアカウントのアクセス許可を付与する
以下のサンプルポリシーは、米国東部（オハイオ） リージョン内で 123456789012/queue1 という名
前のキューについて、 Amazon SQSによって共有アクセスが許可されるすべてのアクションを使用す
るためのクロスアカウントのアクセス許可を、AWS アカウント 番号 111122223333 の role1 および
username1 に付与します。

クロスアカウント権限は、次のアクションには適用されません。

• AddPermission
• CreateQueue
• DeleteQueue
• ListQueues
• ListQueueTags
• RemovePermission
• SetQueueAttributes
• TagQueue
• UntagQueue

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Id": "Queue1_Policy_UUID", 
   "Statement": [{ 
      "Sid":"Queue1_AllActions", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
         "AWS": [ 
            "arn:aws:iam::111122223333:role/role1", 
            "arn:aws:iam::111122223333:user/username1" 
         ] 
      }, 
      "Action": "sqs:*", 
      "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:queue1" 
   }]
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}

例5:すべてのユーザーにアクセス権限を付与する
以下のサンプルポリシーは、すべてのユーザー (匿名ユーザー) に、111122223333/queue1 という名前
のキューに対する ReceiveMessage アクセス権限を付与します。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Id": "Queue1_Policy_UUID", 
   "Statement": [{ 
      "Sid":"Queue1_AnonymousAccess_ReceiveMessage", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": "*", 
      "Action": "sqs:ReceiveMessage", 
      "Resource": "arn:aws:sqs:*:111122223333:queue1" 
   }]
}

例6:すべてのユーザーに時間制限付きのアクセス権限を付与する
以下のサンプルポリシーは、すべてのユーザー (匿名ユーザー) に、ReceiveMessageという名前の
キューに対する111122223333/queue1アクセス権限を 2009 年 1 月 31 日の午後 12:00 (正午) から 午後 
3:00 の間のみ付与します。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Id": "Queue1_Policy_UUID", 
   "Statement": [{ 
      "Sid":"Queue1_AnonymousAccess_ReceiveMessage_TimeLimit", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": "*", 
      "Action": "sqs:ReceiveMessage", 
      "Resource": "arn:aws:sqs:*:111122223333:queue1", 
      "Condition" : { 
         "DateGreaterThan" : { 
            "aws:CurrentTime":"2009-01-31T12:00Z" 
         }, 
         "DateLessThan" : { 
            "aws:CurrentTime":"2009-01-31T15:00Z" 
         } 
      } 
   }]
}

例7:CIDR範囲のすべてのユーザーにすべてのアクセス権限を付与する
以下のサンプルポリシーは、すべてのユーザー (匿名ユーザー) に、 111122223333/queue1という
名前のキューで共有できるすべてのAmazon SQS アクションを使用するアクセス権限を、リクエスト
が192.0.2.0/24 CIDRの範囲から生成された場合のみ付与します。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Id": "Queue1_Policy_UUID", 
   "Statement": [{ 
      "Sid":"Queue1_AnonymousAccess_AllActions_AllowlistIP", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": "*", 
      "Action": "sqs:*", 
      "Resource": "arn:aws:sqs:*:111122223333:queue1", 
      "Condition" : { 
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         "IpAddress" : { 
            "aws:SourceIp":"192.0.2.0/24" 
         } 
      } 
   }]
}

例8:異なる CIDR 範囲のユーザーの許可リストとブロックリストのアクセス権限

以下のサンプルポリシーには、2つのステートメントが含まれています。

• 最初のステートメントは、192.0.2.0/24CIDR の範囲 (192.0.2.188 を除く) に存在するすべての
ユーザー (匿名ユーザー) に、SendMessage/queue1 という名前のキューに対する111122223333アク
ションを使用するアクセス権限を付与します。

• 2 番目のステートメントは、12.148.72.0/23CIDR の範囲に存在するすべてのユーザー (匿名ユー
ザー) のキュー使用をブロックます。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Id": "Queue1_Policy_UUID", 
   "Statement": [{ 
      "Sid":"Queue1_AnonymousAccess_SendMessage_IPLimit", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": "*", 
      "Action": "sqs:SendMessage", 
      "Resource": "arn:aws:sqs:*:111122223333:queue1", 
      "Condition" : { 
         "IpAddress" : { 
            "aws:SourceIp":"192.0.2.0/24" 
         }, 
         "NotIpAddress" : { 
            "aws:SourceIp":"192.0.2.188/32" 
         } 
      } 
   }, { 
      "Sid":"Queue1_AnonymousAccess_AllActions_IPLimit_Deny", 
      "Effect": "Deny", 
      "Principal": "*", 
      "Action": "sqs:*", 
      "Resource": "arn:aws:sqs:*:111122223333:queue1", 
      "Condition" : { 
         "IpAddress" : { 
            "aws:SourceIp":"12.148.72.0/23" 
         } 
      } 
   }]
}

Amazon SQSアクセスポリシー言語を使用したカスタ
ムポリシーの使用
アカウントAWS アカウント IDと基本的なアクセス権限のみに基づいて Amazon SQSアクセスを許可
する場合 ( 例えばSendMessage ReceiveMessage など)、独自のポリシーを作成する必要はありませ
ん。Amazon SQS AddPermission アクションを使用できます。

アクセスを明示的に拒否する場合や、さらに特定の条件 (リクエストの受信時刻やリクエスタの IP アドレ
スなど) に基づいてアクセスを許可する場合は、独自のAmazon SQS AWS ポリシーを作成しAmazon SQS 
の SetQueueAttributes アクションを使用して システムにアップロードする必要があります。
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トピック
• Amazon SQSのアクセスコントロールアーキテクチャ (p. 153)
• Amazon SQSアクセスコントロールプロセスのワークフロー (p. 153)
• Amazon SQSアクセスポリシー言語の主要な概念 (p. 154)
• Amazon SQSアクセスポリシー言語評価ロジック (p. 155)
• Amazon SQSアクセスポリシー言語の明示的な拒否とデフォルトの拒否の関係 (p. 157)
• カスタムポリシーの制限事項 (p. 159)
• カスタムの Amazon SQSアクセスポリシー言語の例 (p. 160)

Amazon SQSのアクセスコントロールアーキテクチャ
以下の図は、Amazon SQSリソースのアクセスコントロールの説明です。

リソース所有者。

リソース AWS のサービスに含まれているもの（Amazon SQSキューなど)。

ポリシー。1 つのリソースごとに 1 つのポリシーを適用することをお勧めします。AWS サービスには、
ポリシーのアップロードや管理に使用できる APIが用意されています。

リクエスタ、および AWS サービスに対する受信リクエスト。

アクセスポリシー言語の評価コード。AWS サービス内のコードセットです。受信したリクエストと該当
するポリシーを照合して、リクエスタにリソースへのアクセスを許可するかどうかを判定します。

Amazon SQSアクセスコントロールプロセスのワークフロー
以下の図は、 Amazon SQSアクセスポリシー言語と アクセスコントロールの全般的なワークフローを表し
ています。
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キューの Amazon SQSポリシーを記述します。

AWSポリシーをにアップロードします。AWS のサービスでは、ポリシーのアップロードに使用できる 
API を提供しています。たとえば、特定の Amazon SQSキュー用のポリシーをアップロードするために 
Amazon SQSSetQueueAttributesアクションを使用します。

ある人物から、Amazon SQSキューの使用を求めるリクエストが送信されます。

Amazon SQS はすべての利用可能な Amazon SQSポリシーを分析し、該当するものを判断します。

Amazon SQSがポリシーを評価し、キューの使用許可をリクエスタに付与するかどうかを決定します。

ポリシーの評価結果に基づいて、Amazon SQSはリクエスタに Access denied エラーを返すか、リク
エストの処理を続行します。

Amazon SQSアクセスポリシー言語の主要な概念
独自のポリシーを作成するには、JSON およびいくつかの重要な概念を理解している必要があります。

許可

Statement (p. 155)が[Effect] (効果) (p. 154)に設定されたallowの結果。
[Action] (アクション)

プリンシパル (p. 155)が実行アクセス権限を持っているアクティビティ。通常は AWS へのリクエス
ト。

Default-deny

Statement (p. 155)または許可 (p. 154)設定を持たないExplicit-deny (p. 155)の結果。
条件

アクセス権限 (p. 155)に関する制限または詳細。よく使用される条件は日時とIP アドレスに関連し
ています。

[Effect] (効果)

Statement (p. 155)のPolicy (p. 155)で評価時に返される結果。ポリシーステートメントを作成す
るときに、denyまたはallowの値を指定します。ポリシーの評価時に、Default-deny (p. 154)、許
可 (p. 154)、またはExplicit-deny (p. 155)の 3 つの結果が得られます。
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Explicit-deny

Statement (p. 155)が[Effect] (効果) (p. 154)に設定されたdenyの結果。
評価

Amazon SQSが使用するプロセスでは、受信したリクエストを拒否または許可するか
を、Policy (p. 155)に基づいて判断します。

Issuer

ユーザーはPolicy (p. 155)を記述して、リソースへのアクセス権限を付与します。発行者は当然のこ
ととして、リソースの所有者になります。AWS では Amazon SQSユーザーは所有していないリソー
スのポリシーを作成できません。

キー

アクセス制限に使用される基本項目です。
アクセス権限

条件 (p. 154)およびキー  (p. 155)を使用して、特定のリソースへのある種のアクセスに対し、許可
または拒否をするというコンセプトです。

Policy

1つ以上のステートメント (p. 155)のコンテナの役目を果たすドキュメントです。

Amazon SQSはポリシーを使用して、リソースに関してユーザーにアクセス権限を付与するかどうか
を決定します。

プリンシパル

アクセス権限 (p. 155)でPolicy (p. 155)を受け取るユーザー。
[Resource] (リソース)

プリンシパル (p. 155) によるリクエストがアクセスするオブジェクト。
Statement

より広範なドキュメントの一部としてPolicy (p. 155)で作成された1つのアクセス権限の正式な説
明。

リクエスタ

[Resource] (リソース) (p. 155) にアクセスするためにリクエストを送信するユーザー。

Amazon SQSアクセスポリシー言語評価ロジック
Amazon SQSは評価時に、リソース所有者以外の別の人物から与えられたリクエストに対し、許可するか
拒否するかを決定します。評価論理は、以下の複数の基本ルールに従っています。
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• デフォルトでは、リソースの使用許可を求めるリクエストについては、リクエスタが自分自身である場
合を除いて、拒否を適用する。

• 許可 (p. 154) はすべてのDefault-deny (p. 154)をオーバーライドする。
• Explicit-deny (p. 155) はすべてのallowをオーバーライドする。
• ポリシー評価の順序は重要ではない。

次の図は、アクセス権限に関する決定事項をAmazon SQSがどのように評価するかに関する詳細を示して
います。
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 決定はdefault-denyから始まります。

エンフォースメントコードは、リクエストに適用可能なポリシーすべてを、リソース、プリンシパル、
アクション、および条件に基づいて評価します。エンフォースメントコードによるポリシー評価の順序は
重要ではありません。

 エンフォースメントコードは、リクエストに適用できる explicit-deny インストラクションを探します。
仮に1つでも見つかった場合、エンフォースメントコードは拒否の決定を返し、プロセスは終了します。

 explicit-deny が見つからなかった場合、リクエストに適応できるallowインストラクションがエンフォー
スメントコードによって検索されます。仮に1つでも見つかった場合、エンフォースメントコードは許可の
決定を返し、プロセスは完了します (サービスはリクエストのプロセスを継続します)。

allowインストラクションが見つからなかった場合、最終決定は denyとなります(explicit-denyまた
はallowが見つからない場合、default-denyとして見なされるためです)。

Amazon SQSアクセスポリシー言語の明示的な拒否とデフォルト
の拒否の関係
Amazon SQS ポリシーがリクエストに直接適用されない場合、リクエストの結果は、Default-
deny (p. 154) となります。たとえば、ユーザーが Amazon SQSを使用するアクセス権限をリクエストし
たが、そのユーザーに適用される唯一のポリシーではDynamoDBを使用できる場合、リクエストの結果は
default-denyとなります。

ステートメントの条件が満たされない場合、リクエストの結果は default-denyになります。ステートメン
トのすべての条件が満たされている場合、ポリシーの [Effect] (効果) (p. 154) エレメントの値に基づい
て、リクエストの結果は 許可 (p. 154) または Explicit-deny (p. 155)のどちらかとなります。条件が満た
されていない際にポリシーが行為を特定していない場合、デフォルトの結果として default-deny となりま
す。たとえば、南極大陸から来るリクエストを防ぐとします。その場合、南極大陸から来ていないリクエ
ストにのみ許可を与えるポリシー A1を記述します。以下の図はAmazon SQSポリシーについて解説してい
ます。

ユーザーがアメリカからリクエストを送信すると、条件が満たされ (リクエストは南極大陸から来ていな
い)、リクエストの結果は allow になります。ただし、ユーザーが南極からリクエストを送信した場合、条
件は満たされず、リクエストはデフォルトで default-deny になります。南極大陸から来たリクエストを明
示的に拒否するポリシー A2を作成して、結果を explicit-deny に変更することができます。以下の図はポリ
シーについて解説しています。
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ユーザーが南極大陸からリクエストを送信すると、条件は満たされ、リクエストの結果はexplicit-denyとな
ります。

default-deny と explicit-deny の違いは重要です。allow は前者を上書きできますが、後者を上書きすること
はできないためです。たとえば、ポリシー Bは、2010年6月1日に届いたリクエストを許可します。以下の
図は、このポリシーをポリシー A1およびポリシー A2と組み合わせた場合を比較しています。
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シナリオ 1では、ポリシー A1の結果はdefault-denyになり、ポリシー Bの結果はallowになります。これ
は、ポリシーで 2010年6月1日に来るリクエストが許可されるためです。ポリシー Bによるallowは、ポリ
シー A1の default-denyで拒否に優先するため、結果としてリクエストは許可されます。

シナリオ 2 で、ポリシー B2の結果は explicit-deny になり、ポリシー Bの結果は allow になります。ポリ
シー A2 によるexplicit-denyは、ポリシー Bのallow に優先するため、結果としてリクエストは拒否されま
す。

カスタムポリシーの制限事項
クロスアカウントアクセス
クロスアカウント権限は、次のアクションには適用されません。

• AddPermission
• CreateQueue
• DeleteQueue
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• ListQueues

• ListQueueTags

• RemovePermission

• SetQueueAttributes

• TagQueue

• UntagQueue

条件キー

現在、Amazon SQS はIAMで使用可能な条件キーの制限されたサブセットのみをサポートしています。詳
細については、「Amazon SQS (Amazon SQS)、 API のアクセス権限: アクションとリソースのリファレ
ンスについて (p. 173)」を参照してください。

カスタムの Amazon SQSアクセスポリシー言語の例
一般的な Amazon SQSアクセスポリシーの例を次に示します。

例1:1つのアカウントにアクセス権限を与える

次のAmazon SQSポリシー例では、AWS アカウント444455556666で所有されるqueue2から送受信する
アクセス権限をAWS アカウント111122223333に与えます。

{    
   "Version": "2012-10-17", 
   "Id": "UseCase1", 
   "Statement" : [{ 
      "Sid": "1",  
      "Effect": "Allow",            
      "Principal": { 
         "AWS": [ 
            "111122223333" 
         ] 
      }, 
      "Action": [ 
         "sqs:SendMessage", 
         "sqs:ReceiveMessage" 
      ],  
      "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2:444455556666:queue2"   
   }]
}

例2:1つ以上のアカウントにアクセス権限を与える

次の例では、Amazon SQSポリシーは特定の期間に AWS アカウント によって所有されているキュー
へのアクセス権を、1つ以上与えます。このポリシーを作成し、Amazon SQSにアップロードするに
は、SetQueueAttributesのためアクションAddPermissionアクションでは、キューへのアクセスを許
可するときに時間制限を指定することはできません。

{    
   "Version": "2012-10-17", 
   "Id": "UseCase2", 
   "Statement" : [{ 
      "Sid": "1",  
      "Effect": "Allow",            
      "Principal": { 
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         "AWS": [ 
            "111122223333", 
            "444455556666" 
         ] 
      }, 
      "Action": [ 
         "sqs:SendMessage", 
         "sqs:ReceiveMessage" 
      ],  
      "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2:444455556666:queue2", 
      "Condition": { 
         "DateLessThan": { 
            "AWS:CurrentTime": "2009-06-30T12:00Z" 
         } 
      }    
   }]
}

例3:Amazon EC2インスタンスからのリクエストに許可を与える

次の例では、Amazon SQSポリシーはAmazon EC2 インスタンスから来るリクエストへのアクセスを許
可します。この例では、"例2:1つ以上のアカウントにアクセス権限を与える (p. 160)" の例を作成しま
す。2009年6月30日正午 (UTC) 以前のアクセスを制限し、IP 範囲203.0.113.0/24へのアクセスを制限
します。このポリシーを作成し、Amazon SQS にアップロードするには、SetQueueAttributesのため
にアクションAddPermissionアクションでは、キューへのアクセスを許可するときに IP アドレス制限を
指定することはできません。

{    
   "Version": "2012-10-17", 
   "Id": "UseCase3", 
   "Statement" : [{ 
      "Sid": "1",  
      "Effect": "Allow",            
      "Principal": { 
         "AWS": [ 
            "111122223333" 
         ] 
      }, 
      "Action": [ 
         "sqs:SendMessage", 
         "sqs:ReceiveMessage" 
      ],  
      "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2:444455556666:queue2", 
      "Condition": { 
         "DateLessThan": { 
            "AWS:CurrentTime": "2009-06-30T12:00Z" 
         }, 
         "IpAddress": { 
            "AWS:SourceIp": "203.0.113.0/24" 
         } 
      }    
   }]
}

例4:特定のアカウントへのアクセスを拒否する

次の例では、Amazon SQS ポリシーは特定のAWS アカウントからキューへのアクセスを拒否します。
この例は、"例1:1つのアカウントにアクセス権限を与える (p. 160)" の例に基づいていて、指定された
AWS アカウントへのアクセスを拒否します。このポリシーを作成し、Amazon SQS にアップロードする
には、SetQueueAttributesのためにアクションAddPermissionアクションは、キューへのアクセスを
拒否することを許可しません（キューへのアクセスのみを許可します）。

161

https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/APIReference/API_SetQueueAttributes.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/APIReference/API_AddPermission.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/APIReference/API_SetQueueAttributes.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/APIReference/API_AddPermission.html


Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイド
アクセスポリシー言語を使用したカスタムポリシーの使用

{  
   "Version": "2012-10-17", 
   "Id": "UseCase4", 
   "Statement" : [{ 
      "Sid": "1",  
      "Effect": "Deny",            
      "Principal": { 
         "AWS": [ 
            "111122223333" 
         ] 
      }, 
      "Action": [ 
         "sqs:SendMessage", 
         "sqs:ReceiveMessage" 
      ],  
      "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2:444455556666:queue2"    
   }]
}

例5:VPC エンドポイントからではない場合はアクセスを拒否する

次のqueue1111122223333Amazon SQSポリシー例では、SendMessage へのアクセスを制限しま
す。ReceiveMessage が vpce-1a2b3c4d および アクションを実行できるのは、VPC エンドポイント 
ID (aws:sourceVpce 条件を使用して指定) からのみです。詳細については、「Amazon SQSのAmazon 
Virtual Private Cloud エンドポイント (p. 125)」を参照してください。

Note

• aws:sourceVpce 条件では、VPC エンドポイントID のみが必要で、VPC エンドポイントリ
ソースのARNは必要ありません。

• 次の例を変更し、2番目のステートメントですべてのアクション (sqs:*) を拒否して、特定の 
VPC エンドポイントにすべての Amazon SQS アクションを制限できます。ただし、このよう
なポリシーステートメントにより、すべてのアクション (キューのアクセス権限を変更するため
に必要な管理アクションを含む) が、ポリシーで定義された特定の VPC エンドポイントを通じ
て行われる必要があることが規定されます。この場合、ユーザーは今後キューのアクセス権限
を変更できなくなる可能性があります。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Id": "UseCase5", 
   "Statement": [{ 
      "Sid": "1", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
         "AWS": [ 
            "111122223333" 
         ] 
      }, 
      "Action": [ 
         "sqs:SendMessage", 
         "sqs:ReceiveMessage" 
      ], 
         "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2:111122223333:queue1" 
      }, 
      { 
         "Sid": "2", 
         "Effect": "Deny", 
         "Principal": "*", 
         "Action": [ 
            "sqs:SendMessage", 
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            "sqs:ReceiveMessage" 
         ], 
         "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2:111122223333:queue1", 
         "Condition": { 
            "StringNotEquals": { 
               "aws:sourceVpce": "vpce-1a2b3c4d" 
            } 
         } 
      } 
   ]
}

Amazon SQSで一時的なセキュリティ認証情報を使用
する
IAM では、IAM では、IAM ユーザーが独自のセキュリティ認証情報を使用して作成されるのに加え
て、AWSサービスおよびリソースへのアクセスを許可することもできます。を持つユーザーを管理できま
すAWS アカウント。AWS アカウントを持たないシステムのユーザー (フェデレーティッドユーザー) を管
理することもできます。さらに、AWSリソースにアクセスするために作成するアプリケーションを「ユー
ザー」とみなすこともできます。

Amazon SQSに対するリクエストを作成するときに、これらの一時的なセキュリティ認証情報を使用でき
ます。APIライブラリによって、これらの認証情報を使用して必要な署名値が計算されて、リクエストが
認証されます。失効した証明書を使用してリクエストを送信した場合、Amazon SQS はリクエストを拒否
します。

Note

一時的な認証情報に基づいてポリシーを設定することはできません。

前提条件
1. 一時的なセキュリティ認証情報を作成するために IAM を使用します:

• セキュリティトークン
• アクセスキー ID
• シークレットアクセスキー

2. 一時アクセスキー IDとセキュリティトークンで署名対象のリクエスト文字列を準備します。
3. 独自のシークレットアクセスキーの代わりに一時シークレットアクセスキーを使用して、クエリAPI 

リクエストに署名します。

Note

署名付きのクエリAPI リクエストを送信するときは、独自のアクセスキー ID の代わりに一時アク
セスキー IDを使用して、セキュリティトークンを含めます。IAMによる一時的なセキュリティ認
証情報のサポートについては、AWSIAMユーザーガイド  リソースへの一時的なアクセス権の付与
について参照してください。

一時的なセキュリティ認証情報を使用して Amazon SQSクエリ 
API アクションを呼び出すには
1. AWS Identity and Access Management を使って一時セキュリティトークンをリクエストします。詳細

については、IAM ユーザーガイドの「一時的なセキュリティ認証情報を使用して、IAMユーザーのア
クセスを可能にする」 を参照してください。
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IAMにより、セキュリティトークン、アクセスキー ID、シークレットアクセスキーが返信されます。
2. クエリは、独自のアクセスキー IDの代わりに一時アクセスキー IDを使用し、セキュリティトークンを

含めて準備します。独自のシークレットアクセスキーの代わりに一時シークレットアクセスキーを使
用してリクエストに署名します。

3. 一時アクセスキー IDとセキュリティトークンを含む署名付きクエリ文字列を送信します。

以下の例は、一時的なセキュリティ認証情報を使用してAmazon SQS リクエストを認証する方法を
示しています。AUTHPARAMSの構造はAPIリクエストの署名によって異なります。詳細については、
「Amazon Web Services 全般リファレンスの署名AWSAPI リクエスト」を参照してください。

https://sqs.us-east-2.amazonaws.com/
?Action=CreateQueue
&DefaultVisibilityTimeout=40
&QueueName=MyQueue
&Attribute.1.Name=VisibilityTimeout
&Attribute.1.Value=40
&Expires=2020-12-18T22%3A52%3A43PST
&SecurityToken=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
&AWSAccessKeyId=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
&Version=2012-11-05
&AUTHPARAMS

以下の例は、一時的なセキュリティ認証情報を使用し、SendMessageBatch アクションで 2 つの
メッセージを送信する方法を示しています。

https://sqs.us-east-2.amazonaws.com/
?Action=SendMessageBatch
&SendMessageBatchRequestEntry.1.Id=test_msg_001
&SendMessageBatchRequestEntry.1.MessageBody=test%20message%20body%201
&SendMessageBatchRequestEntry.2.Id=test_msg_002
&SendMessageBatchRequestEntry.2.MessageBody=test%20message%20body%202
&SendMessageBatchRequestEntry.2.DelaySeconds=60
&Expires=2020-12-18T22%3A52%3A43PST
&SecurityToken=je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY
&AWSAccessKeyId=AKIAI44QH8DHBEXAMPLE
&Version=2012-11-05
&AUTHPARAMS

最小権限を使用して暗号化された Amazon SQS 
キューへのアクセスを管理する — Amazon SQSAWS 
KMS ポリシーとキーポリシー
Amazon SQS (KMS)AWS Key Management Service と統合されたサーバー側の暗号化 (SSE) を使
用して、アプリケーション間で機密データを交換できます。Amazon SQS とを統合することでAWS 
KMS、Amazon SQS を保護するキーだけでなく、AWS他のリソースを保護するキーも一元管理できま
す。

AWS複数のサービスは、Amazon SQS にイベントを送信するイベントソースとして機能します。イベント
ソースが暗号化された Amazon SQS キューにアクセスできるようにするには、AWS KMSキューを顧客管
理キーで設定する必要があります。次に、キーポリシーを使用して、サービスが必要なAWS KMS API メ
ソッドを使用できるようにします。このサービスには、キューがイベントを送信できるようにアクセスを
認証する権限も必要です。これを実現するには、Amazon SQS ポリシーを使用します。Amazon SQS ポ
リシーは、Amazon SQS キューとそのデータへのアクセスを制御するために使用できるリソースベースの
ポリシーです。
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以下のセクションでは、Amazon SQSAWS KMS ポリシーとキーポリシーを使用して、暗号化された 
Amazon SQS キューへのアクセスを制御する方法について説明します。このガイドのポリシーは、権限を
最小限に抑えるのに役立ちます。

また、このガイドでは、、aws:PrincipalOrgIDおよびグローバル IAM 条件コンテキストキーを使用し
て、aws:SourceArnリソースベースのポリシーが混乱した代理人の問題に対処する方法についても説明
しています。aws:SourceAccount

トピック
• 概要 (p. 165)
• Amazon SQS の最小権限キーポリシー (p. 166)
• デッドレターキューの Amazon SQS ポリシーステートメント (p. 172)
• サービス間での混乱した代理問題の防止 (p. 172)
• IAM アクセスアナライザーを使用してクロスアカウントアクセスを確認する (p. 173)

概要
このトピックでは、一般的な使用例を紹介し、キーポリシーと Amazon SQS キューポリシーを構築する方
法を示します。このユースケースは、次の画像に示されています。

この例では、メッセージプロデューサーは Amazon Simple Notification Service (SNS) トピックで、
暗号化された Amazon SQS キューにメッセージをファンアウトするように設定されています。メッ
セージコンシューマーは、AWS Lambda関数、Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) インスタン
ス、AWS Fargateコンテナなどのコンピューティングサービスです。次に、Amazon SQS キューは、失
敗したメッセージをデッドレターキュー (DLQ) に送信するように設定されます。これは、未使用の
メッセージを分離して、処理が成功しなかった理由を調べることができるため、アプリケーションや
メッセージングシステムのデバッグに役立ちます。このトピックで定義されているソリューションで
は、Lambda 関数などのコンピューティングサービスを使用して Amazon SQS キューに保存された
メッセージを処理します。メッセージコンシューマーが仮想プライベートクラウド (VPC) にいる場
合、DenyReceivingIfNotThroughVPCE (p. 171)このガイドに含まれるポリシーステートメントによ
り、メッセージの受信をその特定の VPC に制限できます。

Note

このガイドには、ポリシーステートメントの形式で必要な IAM 権限のみが含まれています。ポリ
シーを作成するには、Amazon SQSAWS KMS ポリシーまたはキーポリシーにステートメントを
追加する必要があります。このガイドでは、Amazon SQSAWS KMS キューやキーを作成する方
法については説明していません。これらのリソースを作成する方法については、「Amazon SQS 
キューの作成 (p. 20)」と「キーの作成」を参照してください。
このガイドで定義されている Amazon SQS ポリシーでは、同じまたは異なる Amazon SQS 
キューへのメッセージの直接リドライブはサポートされていません。
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Amazon SQS の最小権限キーポリシー
このセクションでは、Amazon SQS キューの暗号化に使用するカスタマー管理キーに必要な最低限の権限
権限について説明します。AWS KMSこれらの権限を使用すると、最小限の権限を実装しながら、アクセ
スを目的のエンティティのみに制限できます。主要なポリシーは、以下のポリシーステートメントで構成
されている必要があります。これらのポリシーステートメントについては、以下で詳しく説明します。

• AWS KMSキーに管理者権限を付与 (p. 166)
• キーメタデータへの読み取り専用アクセスを許可する (p. 166)
• Amazon SNS KMS のアクセス許可を Amazon SNS に付与して、キューにメッセージを発行しま

す。 (p. 167)
• キューからのメッセージの復号化をコンシューマーに許可する (p. 167)

AWS KMSキーに管理者権限を付与
AWS KMSキーを作成するには、キーをデプロイするために使用する IAMAWS KMS ロールに管理者権限
を付与する必要があります。AWS KMSこれらの管理者権限は、AllowKeyAdminPermissions次のポ
リシーステートメントで定義されています。AWS KMSこのステートメントをキーポリシーに追加すると
きは、必ず、<admin-role ARN>キーのデプロイ、AWS KMSキーの管理、またはその両方に使用する IAM 
ロールの Amazon リソースネーム (ARN) に置き換えてください。AWS KMSこれは、デプロイパイプライ
ンの IAM ロールでも、AWSOrganizations 内の組織の管理者ロールでもかまいません。

{ 
  "Sid": "AllowKeyAdminPermissions", 
  "Effect": "Allow", 
  "Principal": { 
    "AWS": [ 
      "<admin-role ARN>" 
    ] 
  }, 
  "Action": [ 
    "kms:Create*", 
    "kms:Describe*", 
    "kms:Enable*", 
    "kms:List*", 
    "kms:Put*", 
    "kms:Update*", 
    "kms:Revoke*", 
    "kms:Disable*", 
    "kms:Get*", 
    "kms:Delete*", 
    "kms:TagResource", 
    "kms:UntagResource", 
    "kms:ScheduleKeyDeletion", 
    "kms:CancelKeyDeletion" 
  ], 
  "Resource": "*"
}

Note

AWS KMSキーポリシーでは、Resource要素の値は「AWS KMSこのキー」を意味するでなけれ
ばなりません*。アスタリスク (*) は、AWS KMSキーポリシーがアタッチされたキーを識別しま
す。

キーメタデータへの読み取り専用アクセスを許可する
他の IAM ロールにキーメタデータへの読み取り専用アクセスを許可するに
は、AllowReadAccessToKeyMetaDataステートメントをキーポリシーに追加します。たとえば、次
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のステートメントでは、AWS KMS監査目的でアカウント内のすべてのキーを一覧表示できます。このス
テートメントは、キーメタデータへの読み取り専用アクセス権をAWSルートユーザーに付与します。その
ため、アカウント内の IAM プリンシパルは、ID ベースのポリシーに次の文に記載されているアクセス権限
があればkms:Describe*kms:Get*、キーメタデータにアクセスできますkms:List*。<account-ID>必
ずご自身の情報に置き換えてください。

{ 
  "Sid": "AllowReadAcesssToKeyMetaData", 
  "Effect": "Allow", 
  "Principal": { 
    "AWS": [ 
      "arn:aws:iam::<accountID>:root" 
    ] 
  }, 
  "Action": [ 
    "kms:Describe*", 
    "kms:Get*", 
    "kms:List*" 
  ], 
  "Resource": "*"
}

Amazon SNS KMS のアクセス許可を Amazon SNS に付与して、キューにメッ
セージを発行します。
Amazon SNS トピックが暗号化された Amazon SQS キューにメッセージを発行できるようにするに
は、AllowSNSToSendToSQSポリシーステートメントをキーポリシーに追加します。このステートメ
ントは、AWS KMSキーを使用して Amazon SQS キューに公開する許可を Amazon SNS に付与しま
す。<account-ID>必ずご自身の情報に置き換えてください。

Note

Conditionステートメントのでは、AWS同じアカウントの Amazon SNS サービスのみにアクセ
スを制限しています。

{ 
  "Sid": "AllowSNSToSendToSQS", 
  "Effect": "Allow", 
  "Principal": { 
    "Service": [ 
      "sns.amazonaws.com" 
    ] 
  }, 
  "Action": [ 
    "kms:GenerateDataKey", 
    "kms:Decrypt" 
  ], 
  "Resource": "*", 
  "Condition": { 
    "StringEquals": { 
      "aws:SourceAccount": "<account-id>" 
    } 
  }
} 
     
    

キューからのメッセージの復号化をコンシューマーに許可する
AllowConsumersToReceiveFromTheQueue次のステートメントは、暗号化された Amazon SQS キュー
から受信したメッセージを復号化するために必要なアクセス権限を Amazon SQS メッセージコンシュー
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マーに付与します。ポリシーステートメントを添付するときは、<consumer ######### ARN> をメッ
セージコンシューマーの IAM ランタイムロール ARN に置き換えます。

{ 
  "Sid": "AllowConsumersToReceiveFromTheQueue", 
  "Effect": "Allow", 
  "Principal": { 
    "AWS": [ 
      "<consumer's execution role ARN>" 
    ] 
  }, 
  "Action": [ 
    "kms:Decrypt" 
  ], 
  "Resource": "*"
}

最小特権Amazon SQS ポリシー

このセクションでは、このガイドの対象となるユースケース (たとえば、Amazon SNS から Amazon 
SQS へ) の最小権限の Amazon SQS キューポリシーについて説明します。定義されたポリシー
は、DenyAllowとステートメントの両方を組み合わせて使用することで、意図しないアクセスを防ぐよう
に設計されています。Allowステートメントは、対象の 1 つまたは複数のエンティティへのアクセスを許
可します。Denyこれらのステートメントは、ポリシー条件内の目的のエンティティを除外しながら、他の
意図しないエンティティが Amazon SQS キューにアクセスするのを防ぎます。

Amazon SQS ポリシーには以下の記述が含まれています。詳細については後述します。

• Amazon SQS の管理権限を制限する (p. 168)
• 指定された組織からの Amazon SQS キューアクションを制限する (p. 169)
• Amazon SQS のアクセス許可をコンシューマーに付与する (p. 169)
• 転送時の暗号化の強制 (p. 170)
• メッセージ送信を特定の Amazon SNS トピックに制限する (p. 170)
• (オプション) 特定の VPC エンドポイントに対するメッセージの受信を制限する (p. 171)

Amazon SQS の管理権限を制限する

RestrictAdminQueueActions次のポリシーステートメントでは、Amazon SQS の管理権限を、キュー
のデプロイ、キューの管理、またはその両方に使用する IAM ロールだけに制限します。<placeholder 
values>必ず自分の情報に置き換えてください。Amazon SQS キューのデプロイに使用する IAM ロールの 
ARN と、Amazon SQS 管理権限が必要な管理者ロールの ARN を指定します。

{ 
  "Sid": "RestrictAdminQueueActions", 
  "Effect": "Deny", 
  "Principal": { 
    "AWS": "*" 
  }, 
  "Action": [ 
    "sqs:AddPermission", 
    "sqs:DeleteQueue", 
    "sqs:RemovePermission", 
    "sqs:SetQueueAttributes" 
  ], 
  "Resource": "<SQS Queue ARN>", 
  "Condition": { 
    "StringNotLike": { 
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      "aws:PrincipalARN": [ 
        "arn:aws:iam::<account-id>:role/<deployment-role-name>", 
        "<admin-role ARN>" 
      ] 
    } 
  }
}

指定された組織からの Amazon SQS キューアクションを制限する

Amazon SQS リソースを外部アクセス (AWS組織外のエンティティによるアクセス) から保護するには、
次のステートメントを使用してください。このステートメントは、Amazon SQS キューへのアクセスをで
指定した組織に制限しますCondition。必ず <SQS queue ARN>Amazon SQS キューのデプロイに使用
する IAM ロールの ARN に<org-id>、を組織 ID に置き換えてください。

{ 
  "Sid": "DenyQueueActionsOutsideOrg", 
  "Effect": "Deny", 
  "Principal": { 
    "AWS": "*" 
  }, 
  "Action": [ 
    "sqs:AddPermission", 
    "sqs:ChangeMessageVisibility", 
    "sqs:DeleteQueue", 
    "sqs:RemovePermission", 
    "sqs:SetQueueAttributes", 
    "sqs:ReceiveMessage" 
  ], 
  "Resource": "<SQS queue ARN>", 
  "Condition": { 
    "StringNotEquals": { 
      "aws:PrincipalOrgID": [ 
        "<org-id>" 
      ] 
    } 
  }
}

Amazon SQS のアクセス許可をコンシューマーに付与する

Amazon SQS キューからメッセージを受信するには、メッセージコンシューマーに必要な権限を与える必
要があります。次のポリシーステートメントは、指定したコンシューマーに Amazon SQS キューからの
メッセージを利用するために必要なアクセス権限を付与します。Amazon SQS ポリシーにステートメント
を追加するときは、必ず <######## IAM ######## ARN> をコンシューマーが使用する IAM ランタイ
ムロールの <SQS queue ARN>ARN と、Amazon SQS キューのデプロイに使用される IAM ロールの ARN 
に置き換えてください。

{ 
  "Sid": "AllowConsumersToReceiveFromTheQueue", 
  "Effect": "Allow", 
  "Principal": { 
    "AWS": "<consumer's IAM execution role ARN>" 
  }, 
  "Action": [ 
    "sqs:ChangeMessageVisibility", 
    "sqs:DeleteMessage", 
    "sqs:GetQueueAttributes", 
    "sqs:ReceiveMessage" 
  ], 
  "Resource": "<SQS queue ARN>"
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} 
     
    

他のエンティティが Amazon SQS キューからメッセージを受信できないようにするには、Amazon 
SQSDenyOtherConsumersFromReceiving キューポリシーにステートメントを追加します。このス
テートメントは、メッセージの使用を指定したコンシューマーに制限します。つまり、自分の ID 権限でア
クセスが許可されている場合でも、他のコンシューマーはアクセスできません。<SQS queue ARN>およ
び <consumer ######### ARN> は必ず独自の情報に置き換えてください。

{ 
  "Sid": "DenyOtherConsumersFromReceiving", 
  "Effect": "Deny", 
  "Principal": { 
    "AWS": "*" 
  }, 
  "Action": [ 
    "sqs:ChangeMessageVisibility", 
    "sqs:DeleteMessage", 
    "sqs:ReceiveMessage" 
  ], 
  "Resource": "<SQS queue ARN>", 
  "Condition": { 
    "StringNotLike": { 
      "aws:PrincipalARN": "<consumer's execution role ARN>" 
    } 
  }
}   
    

転送時の暗号化の強制

DenyUnsecureTransport次のポリシーステートメントは、消費者とプロデューサーが安全なチャネル 
(TLS 接続) を使用して Amazon SQS キューからメッセージを送受信することを強制します。必ず <SQS 
queue ARN>Amazon SQS キューのデプロイに使用する IAM ロールの ARN に置き換えてください。

{ 
  "Sid": "DenyUnsecureTransport", 
  "Effect": "Deny", 
  "Principal": { 
    "AWS": "*" 
  }, 
  "Action": [ 
    "sqs:ReceiveMessage", 
    "sqs:SendMessage" 
  ], 
  "Resource": "<SQS queue ARN>", 
  "Condition": { 
    "Bool": { 
      "aws:SecureTransport": "false" 
    } 
  }
} 
     
    

メッセージ送信を特定の Amazon SNS トピックに制限する

AllowSNSToSendToTheQueue以下のポリシーステートメントは、指定した Amazon SNS トピックが 
Amazon SQS キューにメッセージを送信することを許可します。必ず <SQS queue ARN>Amazon SQS 
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キューのデプロイに使用した IAM ロールの ARN と<SNS topic ARN>、Amazon SNS トピック ARN に置
き換えてください。

{ 
  "Sid": "AllowSNSToSendToTheQueue", 
  "Effect": "Allow", 
  "Principal": { 
    "Service": "sns.amazonaws.com" 
  }, 
  "Action": "sqs:SendMessage", 
  "Resource": "<SQS queue ARN>", 
  "Condition": { 
    "ArnLike": { 
      "aws:SourceArn": "<SNS topic ARN>" 
    } 
  }
}     
    

DenyAllProducersExceptSNSFromSending次のポリシーステートメントは、他のプロデューサーが
キューにメッセージを送信できないようにします。<SQS queue ARN><SNS topic ARN>とをご自分の情
報に置き換えてください。

{ 
  "Sid": "DenyAllProducersExceptSNSFromSending", 
  "Effect": "Deny", 
  "Principal": { 
    "AWS": "*" 
  }, 
  "Action": "sqs:SendMessage", 
  "Resource": "<SQS queue ARN>", 
  "Condition": { 
    "ArnNotLike": { 
      "aws:SourceArn": "<SNS topic ARN>" 
    } 
  }
} 
     
    

(オプション) 特定の VPC エンドポイントに対するメッセージの受信を制限する

メッセージの受信を特定の VPC エンドポイントのみに制限するには、Amazon SQS キューポリシーに次
のポリシーステートメントを追加します。このステートメントは、メッセージが目的の VPC エンドポイ
ントからのものでない限り、メッセージコンシューマーがキューからメッセージを受信することを防ぎま
す。<SQS queue ARN>Amazon SQS キューのデプロイに使用する IAM ロールの ARN と <vpce_id>VPC 
エンドポイントの ID に置き換えてください。

{ 
  "Sid": "DenyReceivingIfNotThroughVPCE", 
  "Effect": "Deny", 
  "Principal": "*", 
  "Action": [ 
    "sqs:ReceiveMessage" 
  ], 
  "Resource": "<SQS queue ARN>", 
  "Condition": { 
    "StringNotEquals": { 
      "aws:sourceVpce": "<vpce id>" 
    } 
  }
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}

デッドレターキューの Amazon SQS ポリシーステートメント
ステートメント ID で識別される次のポリシーステートメントを DLQ アクセスポリシーに追加します。

• RestrictAdminQueueActions
• DenyQueueActionsOutsideOrg
• AllowConsumersToReceiveFromTheQueue
• DenyOtherConsumersFromReceiving
• DenyUnsecureTransport

DLQ アクセスポリシーに前述のポリシーステートメントを追加することに加えて、次のセクションで説明
するように、Amazon SQS キューへのメッセージ送信を制限するステートメントも追加する必要がありま
す。

Amazon SQS キューへのメッセージ送信を制限する
同じアカウントの Amazon SQS キューのみへのアクセスを制限するに
は、DLQDenyAnyProducersExceptSQS キューポリシーに次のポリシーステートメントを追加します。
このステートメントでは、メッセージの送信を特定のキューに制限しません。メインキューを作成する
前に DLQ をデプロイする必要があるため、DLQ を作成するときに Amazon SQS ARN がわからないか
らです。アクセスを 1 つの Amazon SQS キューのみに制限する必要がある場合は、わかっているときに 
Amazon SQS ソースキューの ARNCondition でを変更してください。aws:SourceArn

{ 
  "Sid": "DenyAnyProducersExceptSQS", 
  "Effect": "Deny", 
  "Principal": { 
    "AWS": "*" 
  }, 
  "Action": "sqs:SendMessage", 
  "Resource": "<SQS DLQ ARN>", 
  "Condition": { 
    "ArnNotLike": { 
      "aws:SourceArn": "arn:aws:sqs:<region>:<account-id>:*" 
    } 
  }
}

Important

このガイドで定義されている Amazon SQS キューポリシーは、sqs:PurgeQueueアクションを
特定の IAM ロールに限定しません。sqs:PurgeQueueアクションにより、Amazon SQS キュー
内のメッセージをすべて削除できます。このアクションを使用して、Amazon SQS キューを置き
換えることなくメッセージ形式を変更することもできます。アプリケーションをデバッグすると
きに、Amazon SQS キューをクリアして、誤りがある可能性のあるメッセージを削除できます。
アプリケーションをテストする場合、Amazon SQS キューに大量のメッセージを送り、キューを
消去して本番環境に入る前に最初からやり直すことができます。このアクションを特定のロール
に限定しない理由は、Amazon SQS キューをデプロイするときに、このロールがわからない可能
性があるためです。キューを削除するには、この権限をロールの ID ベースのポリシーに追加する
必要があります。

サービス間での混乱した代理問題の防止
「混乱した代理」問題は、アクションを実行するためのアクセス許可を持たないエンティティが、より特
権のあるエンティティにアクションの実行を強制できてしまう場合に生じる、セキュリティ上の問題で
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す。これを防ぐために、サードパーティー (クロスアカウント) や他のAWSサービス (クロスサービス) に
対して、お客様のアカウント内のリソースへのアクセス権を提供してしまった場合に、お客様のアカウン
ト保護に役立つツールをAWSが提供します。このセクションのポリシーステートメントは、クロスサービ
スの混乱による代理の問題を防ぐのに役立ちます。

サービス間でのなりすましは、1 つのサービス (呼び出し元サービス) が、別のサービス (呼び出し対象
サービス) を呼び出すときに発生する可能性があります。呼び出し元サービスが操作され、それ自身のア
クセス許可を使用して、本来ならアクセス許可が付与されるべきではない方法で別の顧客のリソースに対
して働きかけることがあります。この問題を防ぐために、この記事で定義されているリソースベースのポ
リシーではaws:SourceArn、aws:SourceAccount、aws:PrincipalOrgIDおよびグローバル IAM 条
件コンテキストキーを使用しています。これにより、サービスが持つ権限は、AWS Organizations 内の特
定のリソース、特定のアカウント、または特定の組織に制限されます。

IAM アクセスアナライザーを使用してクロスアカウントアクセス
を確認する
AWSIAM Access Analyzer を使用して Amazon SQSAWS KMS キューポリシーとキーポリシーを確認
し、Amazon SQSAWS KMS キューまたはキーが外部エンティティへのアクセスを許可したときにア
ラートを受け取ることができます。IAM Access Analyzer の機能は、信頼ゾーン外のエンティティと共
有されている組織とアカウントのリソースを識別するのに役立ちます。この信頼ゾーンは、IAM Access 
AnalyzerAWSAWS を有効にするときに指定するアカウントでもOrganizations 内の組織でもかまいませ
ん。

IAM Access Analyzer は、ロジックベースの推論を使用して AWS 環境のリソースベースのポリシーを分
析することにより、外部プリンシパルと共有されているリソースを識別します。信頼ゾーンの外部で共有
されているリソースのインスタンスごとに、Access Analyzer は結果を生成します。結果には、アクセス
と付与される外部プリンシパルに関する情報が含まれます。結果を確認して、アクセスが意図的で安全な
ものであるか、またはアクセスが意図しないものでセキュリティ上のリスクがあるかを判断します。意図
しないアクセスがあった場合は、影響を受けるポリシーを確認して修正してください。AWSIAM Access 
AnalyzerAWS がリソースへの意図しないアクセスを識別する方法の詳細については、このブログ投稿を参
照してください。

AWSIAM アクセスアナライザーの詳細については、AWSIAM アクセスアナライザーのドキュメントを参
照してください。

Amazon SQS (Amazon SQS)、 API のアクセス権限: 
アクションとリソースのリファレンスについて
アクセスコントロール (p. 136) をセットアップし、IAMアイデンティティに添付できるアクセス権限ポ
リシーを作成するときは、以下の表をリファレンスとして使用できます。この、各Amazon Simpleキュー
サービス アクション、アクションを実行するためのアクセス許可を付与できる対応するアクション、アク
セス許可を付与できる AWSリソースが表示されています。

ポリシーのActionフィールドでアクションを指定し、ポリシーのResourceフィールドでリソースの値
を指定します。アクションを指定するには、sqs:プレフィックスに続けて アクション名を使用します 
(例:sqs:CreateQueue)。

現在、Amazon SQS はIAMで使用可能な条件キーの制限されたサブセットのみをサポートしています。

• aws:CurrentTime
• aws:EpochTime
• aws:SecureTransport
• aws:SourceAccount
• aws:SourceArn
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Note

この条件により、AWSサービスは、リソースに代わってAWS アカウント所有者のみアクセス
権を付与します。IAM ロールはソースでもサービスでもないため、IAM ロールの ARN をソー
ス ARN として指定することはできません。

• aws:SourceIP
• aws:SourceVpc
• aws:UserAgent
• aws:MultiFactorAuthAge
• aws:MultiFactorAuthPresent
• aws:PrincipalAccount
• aws:PrincipalOrgID
• aws:RequestTag
• aws:sourceVpce
• aws:TagKeys
• aws:TokenAge

Amazon Simple キューサービス API およびアクション用のアクセス権限が必要です。

AddPermission

アクション:sqs:AddPermission

リソース: arn:aws:sqs:region:account_id:queue_nameについて
ChangeMessageVisibility

アクション:sqs:ChangeMessageVisibility

リソース: arn:aws:sqs:region:account_id:queue_nameについて
ChangeMessageVisibilityBatch

アクション:sqs:ChangeMessageVisibilityBatch

リソース: arn:aws:sqs:region:account_id:queue_nameについて
CreateQueue

アクション:sqs:CreateQueue

リソース: arn:aws:sqs:region:account_id:queue_nameについて
DeleteMessage

アクション:sqs:DeleteMessage

リソース: arn:aws:sqs:region:account_id:queue_nameについて
DeleteMessageBatch

アクション:sqs:DeleteMessageBatch

リソース: arn:aws:sqs:region:account_id:queue_nameについて
DeleteQueue

アクション:sqs:DeleteQueue
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リソース: arn:aws:sqs:region:account_id:queue_nameについて
GetQueueAttributes

アクション:sqs:GetQueueAttributes

リソース: arn:aws:sqs:region:account_id:queue_nameについて
GetQueueUrl

アクション:sqs:GetQueueUrl

リソース: arn:aws:sqs:region:account_id:queue_nameについて
ListDeadLetterSourceQueues

アクション:sqs:ListDeadLetterSourceQueues

リソース: arn:aws:sqs:region:account_id:queue_nameについて
ListQueues

アクション:sqs:ListQueues

リソース: arn:aws:sqs:region:account_id:queue_nameについて
ListQueueTags

アクション:sqs:ListQueueTags

リソース: arn:aws:sqs:region:account_id:queue_nameについて
PurgeQueue

アクション:sqs:PurgeQueue

リソース: arn:aws:sqs:region:account_id:queue_nameについて
ReceiveMessage

アクション:sqs:ReceiveMessage

リソース: arn:aws:sqs:region:account_id:queue_nameについて
RemovePermission

アクション:sqs:RemovePermission

リソース: arn:aws:sqs:region:account_id:queue_nameについて
SendMessageと SendMessageBatch

アクション:sqs:SendMessage

リソース: arn:aws:sqs:region:account_id:queue_nameについて
SetQueueAttributes

アクション:sqs:SetQueueAttributes

リソース: arn:aws:sqs:region:account_id:queue_nameについて
TagQueue

アクション:sqs:TagQueue
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リソース: arn:aws:sqs:region:account_id:queue_nameについて
UntagQueue

アクション:sqs:UntagQueue

リソース:arn:aws:sqs:region:account_id:queue_nameについて

Amazon SQSのロギングとモニタリング
このセクションでは、Amazon SQSキューのログ作成およびモニタリングについて説明します。

トピック
• AWS CloudTrailを使用したAmazon SQS (Amazon SQS)(API)コールのロギング (p. 176)
• を使用した Amazon SQSキューのモニタリングCloudWatch (p. 180)

AWS CloudTrailを使用したAmazon SQS (Amazon 
SQS)(API)コールのロギング
Amazon SQSはと統合されています。これによりユーザーAWS CloudTrail、ロール、またはAWSサービ
スによる Amazon SQS呼び出しの記録を提供します。 CloudTrail は、Amazon SQSキューと設定に関連
する API コールをイベントとしてキャプチャします。これには Amazon SQSコンソールからのコールと 
Amazon SQSAPI からのコードコールが含まれます。詳細については CloudTrail、『AWS CloudTrailユー
ザーガイド』を参照してください。

Note

CloudTrail ログ記録は、スタンダードおよびFIFOキューの両方でサポートされます。

CloudTrail 収集する情報を使用して、Amazon SQS API に対する特定のリクエスト、リクエスタの IP 
アドレスと ID、リクエストの日時などを特定することができます。証跡を設定する場合は、Amazon 
S3 CloudTrail 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。証跡を設定しない場合でも、 
CloudTrail コンソール内のイベント履歴で最近のイベントを表示できます。詳細については、AWS 
CloudTrail ユーザーガイドの「Overview for Creating a Trail」を参照してください。

の Amazon SQS 情報 CloudTrail
を作成するとAWS アカウント、 CloudTrail が有効になります。サポートされている Amazon SQS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、 CloudTrail イベント記録内のその他のAWSサー
ビスイベントと共にイベントに記録されます。最近のイベントは、AWS アカウントで表示、検索、ダウン
ロードできます。詳細については、AWS CloudTrailユーザーガイドの「 CloudTrail イベント履歴によるイ
ベントの表示」を参照してください。

追跡により、 CloudTrail ログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。証跡を作成すること
で、AWS アカウントで、実行されているイベントを継続して記録することができます。デフォルトで
は、AWS Management Consoleで証跡を作成すると、その証跡はすべての AWSリージョンに適用されま
す。追跡は、すべてのAWSリージョンからのイベントをログし、指定された Amazon S3 バケットにロ
グファイルを配信します。その他のAWSのサービスを設定して、 CloudTrail ログで収集されたデータを
より詳細に分析し、それに基づく対応を行うこともできます。次のトピックの詳細については、「AWS 
CloudTrail ユーザーガイド」を参照してください。

• CloudTrail サポート対象のサービスとインテグレーション
• の Amazon SNS 通知の設定 CloudTrail
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• CloudTrail 複数のリージョンからのログファイルの受信
• CloudTrail 複数のアカウントからのログファイルの受信

Amazon SQSでは、次のアクションのログ記録がサポートされています。

• AddPermission
• CreateQueue
• DeleteQueue
• PurgeQueue
• RemovePermission
• SetQueueAttributes
• TagQueue
• UntagQueue

各イベントまたはログエントリには、リクエスタに関する情報が含まれます。この情報は以下のことを確
認するのに役立ちます:

• リクエストが、ルートと 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、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらの一時的なセキュリティ認証情報を使用

して送信されたか。
• リクエストが、別の AWS のサービスによって行われたか。

詳細については、AWS CloudTrailユーザーガイドの「CloudTrailuserIdentity 要素」を参照してください。

例:Amazon SQSログファイルのエントリ
CloudTrail ログファイルには、複数の JSON 形式イベントで構成される 1 つ以上のログエントリを記録で
きます。ログエントリは任意の送信元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、任
意のパラメータ、アクションの日時などに関する情報を含みます。ログエントリは、特定の順序になるよ
うに生成されるわけではありません。つまり、パブリックAPI コールの順序付けられたスタックトレース
ではありません。

AddPermission

以下の例は、AddPermission API CloudTrail コールのログエントリを示しています。

{ 
   "Records": [ 
     { 
       "eventVersion": "1.06", 
       "userIdentity": { 
         "type": "IAMUser", 
         "principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
         "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice", 
         "accountId": "123456789012", 
         "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
         "userName": "Alice" 
       }, 
       "eventTime": "2018-06-28T22:23:46Z", 
       "eventSource": "sqs.amazonaws.com", 
       "eventName": "AddPermission", 
       "awsRegion": "us-east-2", 
       "sourceIPAddress": "203.0.113.0", 
       "userAgent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0", 
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       "requestParameters": { 
         "actions": [ 
           "SendMessage" 
         ], 
         "AWSAccountIds": [ 
           "123456789012" 
         ], 
         "label": "MyLabel", 
         "queueUrl": "https://sqs.us-east-2.amazon.com/123456789012/MyQueue" 
       }, 
       "responseElements": null, 
       "requestID": "123abcde-f4gh-50ij-klmn-60o789012p30", 
       "eventID": "0987g654-32f1-09e8-d765-c4f3fb2109fa" 
     } 
   ] 
 }

CreateQueue

以下の例は、CreateQueue API CloudTrail コールのログエントリを示しています。

{ 
   "Records": [ 
     { 
       "eventVersion": "1.06", 
       "userIdentity": { 
         "type": "IAMUser", 
         "principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
         "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alejandro", 
         "accountId": "123456789012", 
         "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
         "userName": "Alejandro" 
       }, 
       "eventTime": "2018-06-28T22:23:46Z", 
       "eventSource": "sqs.amazonaws.com", 
       "eventName": "CreateQueue", 
       "awsRegion": "us-east-2", 
       "sourceIPAddress": "203.0.113.1", 
       "userAgent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0", 
       "requestParameters": { 
         "queueName": "MyQueue" 
       }, 
       "responseElements": { 
         "queueUrl": "https://sqs.us-east-2.amazon.com/123456789012/MyQueue" 
       }, 
       "requestID": "123abcde-f4gh-50ij-klmn-60o789012p30", 
       "eventID": "0987g654-32f1-09e8-d765-c4f3fb2109fa" 
     } 
   ] 
 }

DeleteQueue

以下の例は、DeleteQueue API CloudTrail コールのログエントリを示しています。

{ 
   "Records": [ 
     { 
       "eventVersion": "1.06", 
       "userIdentity": { 
         "type": "IAMUser", 
         "principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
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         "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Carlos", 
         "accountId": "123456789012", 
         "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
         "userName": "Carlos" 
       }, 
       "eventTime": "2018-06-28T22:23:46Z", 
       "eventSource": "sqs.amazonaws.com", 
       "eventName": "DeleteQueue", 
       "awsRegion": "us-east-2", 
       "sourceIPAddress": "203.0.113.2", 
       "userAgent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0", 
       "requestParameters": { 
         "queueUrl": "https://sqs.us-east-2.amazon.com/123456789012/MyQueue" 
       }, 
       "responseElements": null, 
       "requestID": "123abcde-f4gh-50ij-klmn-60o789012p30", 
       "eventID": "0987g654-32f1-09e8-d765-c4f3fb2109fa" 
     } 
   ] 
 }

RemovePermission

以下の例は、RemovePermission API CloudTrail コールのログエントリを示しています。

{ 
   "Records": [ 
     { 
       "eventVersion": "1.06", 
       "userIdentity": { 
         "type": "IAMUser", 
         "principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
         "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Jane", 
         "accountId": "123456789012", 
         "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
         "userName": "Jane" 
       }, 
       "eventTime": "2018-06-28T22:23:46Z", 
       "eventSource": "sqs.amazonaws.com", 
       "eventName": "RemovePermission", 
       "awsRegion": "us-east-2", 
       "sourceIPAddress": "203.0.113.3", 
       "userAgent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0", 
       "requestParameters": { 
         "label": "label", 
         "queueUrl": "https://sqs.us-east-2.amazon.com/123456789012/MyQueue" 
       }, 
       "responseElements": null, 
       "requestID": "123abcde-f4gh-50ij-klmn-60o789012p30", 
       "eventID": "0987g654-32f1-09e8-d765-c4f3fb2109fa" 
     } 
   ] 
 }

SetQueueAttributes

以下の例は、 CloudTrail のログエントリを示していますSetQueueAttributes。

{ 
   "Records": [ 
     { 
       "eventVersion": "1.06", 
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       "userIdentity": { 
         "type": "IAMUser", 
         "principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
         "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Maria", 
         "accountId": "123456789012", 
         "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
         "userName": "Maria" 
       }, 
       "eventTime": "2018-06-28T22:23:46Z", 
       "eventSource": "sqs.amazonaws.com", 
       "eventName": "SetQueueAttributes", 
       "awsRegion": "us-east-2", 
       "sourceIPAddress": "203.0.113.4", 
       "userAgent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0", 
       "requestParameters": { 
         "attributes": { 
           "VisibilityTimeout": "100" 
         }, 
         "queueUrl": "https://sqs.us-east-2.amazon.com/123456789012/MyQueue" 
       }, 
       "responseElements": null, 
       "requestID": "123abcde-f4gh-50ij-klmn-60o789012p30", 
       "eventID": "0987g654-32f1-09e8-d765-c4f3fb2109fa" 
     } 
   ] 
 }

を使用した Amazon SQSキューのモニタリング
CloudWatch
Amazon SQSとAmazon CloudWatch が統合されているため、 CloudWatch を使用して Amazon SQS
キューのメトリクスを表示および分析できます。Amazon SQS コンソール、コンソール (p. 181)、
または CloudWatch API (p. 182) を使用して、CloudWatch キューのメトリックスを表示および分析
できます。AWS CLI (p. 182) (p. 181)また、Amazon SQS  CloudWatch メトリクスのアラームの設
定 (p. 183)の場合。

CloudWatch Amazon SQSキューのメトリクスは、1 CloudWatch 分間隔で自動的に収集され、プッシュさ
れます  これらのメトリックスは、 CloudWatch アクティブになるためのガイドラインを満たすすべての
キューで収集されます。 CloudWatchは、キューにメッセージが含まれる場合またはいずれかのアクショ
ンがアクセスしている場合、そのキューをアクティブであると見なします。

Amazon SQS キューが 6 時間以上非アクティブになると、Amazon SQS サービスはスリープ状態と見な
され、 CloudWatch サービスへのメトリックスの配信を停止します。欠落しているデータ、つまりゼロを
表すデータは、Amazon SQS キューが非アクティブだった期間の Amazon SQS CloudWatch のメトリッ
クスで視覚化できません。

Note

• キューが非アクティブ状態からアクティブ化される場合、 CloudWatch メトリクスで最大 15 分
の遅延が発生します。

• で報告される Amazon SQSメトリクスに料金はかかりません CloudWatch。これらはAmazon 
SQSサービスの一部として提供されます。

• CloudWatch メトリックスは、スタンダードおよびFIFOキューの両方でサポートされます。

トピック
• Amazon SQS CloudWatch のメトリクスへのアクセス (p. 181)
• Amazon SQS CloudWatch メトリクスのアラームを作成する (p. 183)
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• Amazon SQS で利用可能な CloudWatch メトリクス (p. 183)

Amazon SQS CloudWatch のメトリクスへのアクセス
Amazon SQSとAmazon CloudWatch が統合されているため、 CloudWatch を使用して Amazon SQS
キューのメトリクスを表示および分析できます。Amazon SQS コンソール、コンソール (p. 181)、
または CloudWatch API (p. 182) を使用して、CloudWatch キューのメトリックスを表示および分析
できます。AWS CLI (p. 182) (p. 181)また、Amazon SQS  CloudWatch メトリクスのアラームの設
定 (p. 183)の場合。

Amazon SQSコンソール

1. Amazon SQSコンソールにサインインします。
2. キューのリストで、メトリクスにアクセスするキューのチェックボックスを選択 (オンに) します。最

大10個のキューのメトリクスを表示できます。
3. モニタリングタブを選択します。

さまざまなグラフが [SQS metrics] セクションに表示されます。
4. 特定のグラフが表す内容を理解するには、目的のグラフの横の  にマウスを移動するか、「Amazon 

SQS で利用可能な CloudWatch メトリクス (p. 183)」を参照してください。
5. すべてのグラフの時間範囲を同時に変更するには、[Time Range] で、目的の時間範囲 (たとえば、

[Last Hour]) を選択します。
6. 個別のグラフの追加の統計を表示するには、そのグラフを選択します。
7. [CloudWatch Monitoring Details] ダイアログボックスで、[Statistic] を選択します (たとえば [Sum])。

サポートされている統計のリストについては、「Amazon SQS で利用可能な CloudWatch メトリク
ス (p. 183)」を参照してください。

8. 個別のグラフで表示される時間の範囲と間隔を変更するには (たとえば、過去 5 分間ではなく過去 24 
時間の範囲を表示したり、5 分ごとではなく 1 時間ごとの期間を表示するなど)、グラフのダイアログ
ボックスが表示された状態で、[Time Range] の目的の時間範囲 (たとえば、[Last 24 Hours]) を選択し
ます。[Period] で、指定された時間範囲 (たとえば、[1Hour]) 内で目的の期間を選択します。グラフの
表示を終了するときは、[Close] を選択します。

9. (オプション) CloudWatch その他の機能を操作するには、[監視] タブで [ CloudWatchすべての指標を
表示] を選択し、 CloudWatch アマゾンコンソール (p. 181)手順の指示に従います。

CloudWatch アマゾンコンソール

1. CloudWatch コンソールにサインインします。
2. ナビゲーションパネルで [Metrics] を選択します。
3. [SQS] メトリクスの名前空間を選択します。

4. [Queue Metrics] メトリクスディメンションを選択します。
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5. これで、Amazon SQSメトリクスを調べることができるようになりました。

• メトリクスを並べ替えるには、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。
• メトリクスでフィルタするには、メトリクスの名前を選択し、[Add to search] を選択します。

詳細やその他のオプションについては、Amazon  CloudWatch ユーザーガイドの「グラフメトリクス」と
「Amazon CloudWatch ダッシュボードの使用」を参照してください。

AWS Command Line Interface
AWS CLIを使用してAmazon SQSメトリクスにアクセスするには、get-metric-statistics コマンド
を実行します。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「指標の統計を取得」を参照してください。

CloudWatch API
CloudWatch API を使用して Amazon SQS メトリックスにアクセスするに
は、GetMetricStatisticsアクションを使用します。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「指標の統計を取得」を参照してください。
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Amazon SQS CloudWatch メトリクスのアラームを作成する
CloudWatch メトリクスのしきい値に基づいてアラームをトリガーできます。たとえ
ば、NumberOfMessagesSent メトリクスのアラームを作成できます。たとえば、1時間以内に100件
以上のメッセージが MyQueue キューに送信された場合、Eメール通知が送信されます。詳細について
は、Amazon  CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch アラームの作成」を参照してくださ
い。

1. にサインインしてAWS Management Console、https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ 
CloudWatch  でコンソールを開きます。

2. [Alarms]、[Create Alarm] の順に選択します。
3. [アラームの作成] ダイアログボックスの [メトリクスの選択] セクションで、[メトリクスの参照]、

[SQS] を選択します。
4. SQS > キューメトリックの場合は、アラームを設定するメトリック名とを選択し、[次へ] を選

択します。QueueName使用可能なメトリクスのリストについては、Amazon SQS で利用可能な 
CloudWatch メトリクス (p. 183) を参照してください。

次の例では、NumberOfMessagesSentキューのMyQueueメトリクスのアラームが選択されていま
す。送信されたメッセージの数が100を超えるとアラームがトリガーされます。

5. [アラームの作成] ダイアログボックスの、[アラームの定義] セクションで、次の操作を行います。

a. [アラームのしきい値] で、アラームの [名前] と [説明] を入力します。
b. [is] を [> 100] に設定します。
c. [for] を [1 out of 1 datapoints (1つのデータポイントにつき 1 つ)] に設定します。
d. [アラームのプレビュー] で、[間隔] を [1時間] に設定します。
e. [統計] を [スタンダード]、[合計] に設定します。
f. [アクション] の [アラームが次の時] に、[状態: 警告] を設定します。

アラームがトリガーされたときに通知を送信する場合は CloudWatch 、既存のAmazon SNS ト
ピックを選択するか、[新しいリスト] を選択して、E メールアドレスをカンマで区切って入力し
ます。

Note

新しいAmazon SNSトピックを作成する場合、E メールアドレスを検証しなければ、そ
のアドレスで通知を受け取ることができません。Eメールアドレスが検証される前にア
ラーム状態が変更されると、通知は配信されません。

6. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。

アラームが作成されます。

Amazon SQS で利用可能な CloudWatch メトリクス
Amazon SQS は、次のメトリクスを CloudWatchに送信します。

Note

スタンダードキューの場合、Amazon SQSの分散アーキテクチャのため、結果は概算になりま
す。ほとんどの場合、カウントはキュー内の実際のメッセージ数に近い数値になります。
FIFOキューの場合、結果は正確です。

Amazon SQSメトリクス

AWS/SQS 名前空間には、次のメトリクスが含まれます。
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メトリクス 説明

ApproximateAgeOfOldestMessage キューで最も古い削除されていないメッセー
ジのおおよその経過期間。

Note

• メッセージを3回 (またはそれ以
上) 受信して処理しないと、メッ
セージはキューの後ろに移動さ
れ、ApproximateAgeOfOldestMessage
メトリクスは3回以上受信されて
いない2番目に古いメッセージを
指します。このアクションは、
キューに再処理ポリシーがある場
合でも発生します。

• 1つのポイズンピルメッセージ (複
数回受信されても削除されない
メッセージ) がこのメトリクスを
歪める可能性があるため、ポイズ
ンピルメッセージが正常に消費さ
れるまで、ポイズンピルメッセー
ジの経過時間はメトリクスに含ま
れません。

• キューに再処理ポリシーがある
場合、設定された最大受信数を
超えると、メッセージはデッ
ドレターキュー (p. 35)に移動
されます。メッセージがデッ
ドレターキューに移動される
と、デッドレターキューの
ApproximateAgeOfOldestMessageメ
トリクスは、メッセージがデッド
レターキューに移動された時間を
表します (メッセージが送信され
た元の時間ではありません)。

レポート基準:キューがアクティブな場
合 (p. 180)、負以外の値が報告されます

単位: 秒

有効な統計:平均、最小、最大、合計、デー
タサンプル ( Amazon SQS コンソールにサン
プル数として表示されます)

ApproximateNumberOfMessagesDelayed 遅延が発生したため、すぐに読み取ることの
できない、キューのメッセージ数。これは、
キューが遅延キューとして設定されている場
合、またはメッセージが遅延パラメータとと
もに送信された場合に発生することがありま
す。

レポート基準:キューがアクティブな場
合 (p. 180)は負以外の値が報告されます。

単位:個
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メトリクス 説明
有効な統計:平均、最小、最大、合計、デー
タサンプル ( Amazon SQSコンソールにサン
プル数として表示されます)

ApproximateNumberOfMessagesNotVisible 処理中のメッセージの数。メッセージがクラ
イアントに送信されたが、まだ削除されてい
ない場合、または表示期限に達していない場
合、メッセージは処理中とみなされます。

レポート基準:キューがアクティブな場
合 (p. 180)は負以外の値が報告されます。

単位:個

有効な統計: 平均、最小、最大、合計、デー
タサンプル ( Amazon SQSコンソールにサン
プル数として表示されます)

ApproximateNumberOfMessagesVisible キューから取得可能なメッセージの数。

レポート基準:キューがアクティブな場
合 (p. 180)は負以外の値が報告されます。

単位:個

有効な統計:平均、最小、最大、合計、デー
タサンプル ( Amazon SQSコンソールにサン
プル数として表示されます)

NumberOfEmptyReceives¹ メッセージを返さなかった
ReceiveMessage API 呼び出しの数。

レポート基準:キューがアクティブな場
合 (p. 180)は負以外の値が報告されます。

単位:個

有効な統計:平均、最小、最大、合計、デー
タサンプル ( Amazon SQSコンソールにサン
プル数として表示されます)
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メトリクス 説明

NumberOfMessagesDeleted¹ キューから削除されたメッセージの数。

レポート基準:キューがアクティブな場
合 (p. 180)は負以外の値が報告されます。

単位:個

有効な統計:平均、最小、最大、合計、デー
タサンプル (Amazon SQSコンソールにサン
プル数として表示されます)
Amazon SQS
は、NumberOfMessagesDeleted有効な
ものを使用するすべての削除オペレーショ
ンのメトリック受信ハンドル、重複した
削除を含む。を発行します。以下の場合
は、NumberOfMessagesDeletedメトリク
スの値が予想より高くなる場合があります。

• 同じメッセージの異なる受信ハンドル
ごとにDeleteMessageアクションを
呼び出した場合: メッセージを処理す
る前に可視性タイムアウトが期限切れ
になると、メッセージは再び他のコン
シューマーが処理して削除できるようにな
り、NumberOfMessagesDeletedメトリ
クスの値が増えます。

• 同じ受信ハンドルでDeleteMessageアク
ションを呼び出した場合: メッセージを処
理して削除した後で同じ受信ハンドルを
使用して再びDeleteMessageアクショ
ンを呼び出すと、成功ステータスが返さ
れ、NumberOfMessagesDeletedメトリ
クスの値が増えます。

NumberOfMessagesReceived¹ ReceiveMessage アクションへの呼び出し
で返されたメッセージの数。

レポート基準:負以外の値が報告されま
すキューがアクティブな場合 (p. 180)。

単位:個

有効な統計:平均、最小、最大、合計、デー
タサンプル ( Amazon SQSコンソールにサン
プル数として表示されます)

NumberOfMessagesSent¹ キューに追加されたメッセージの数。

レポート基準:負以外の値が報告されま
すキューがアクティブな場合 (p. 180)。

単位:個

有効な統計:平均、最小、最大、合計、デー
タサンプル ( Amazon SQSコンソールにサン
プル数として表示されます)
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メトリクス 説明

SentMessageSize¹ キューに追加されたメッセージのサイズ。

レポート基準:負以外の値が報告されま
すキューがアクティブな場合 (p. 180)。

単位:バイト

有効な統計: 平均、最小、最大、合計、デー
タサンプル (Amazon SQSコンソールにサン
プル数として表示されます)

Note

SentMessageSizeは、最低 1 つの
メッセージがそのキューに送信され
るまでは、 CloudWatch コンソール
に使用可能なメトリクスとして表示
されません。

¹これらのメトリックはサービスの観点から計算され、再試行を含めることができます。これらのメトリク
スの絶対値に依存したり、現在のキューの状態を見積もったりしないでください。

Amazon SQS メトリクスのディメンション

Amazon SQS CloudWatch が送信する唯一のディメンションはですQueueName。つまり、使用可能なすべ
ての統計がQueueNameによってフィルタリングされます。

Amazon SQSのコンプライアンス検証
サードパーティーの監査者は、以下を含む複数の Amazon SQS コンプライアンスプログラムのパートとし
てAWSのセキュリティおよびコンプライアンスを評価します。

• Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)
• Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)

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 内のレポートのダウンロード」「」を参照してください。

Amazon SQSを使用する際のお客様のコンプライアンス責任は、お客様のデータの機密性や貴社のコンプ
ライアンス目的、適用される法律および規制によって決定されます。AWS では、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。

• 「セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド」「」 – 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。

• HIPAA のセキュリティとコンプライアンスに関するホワイトペーパーを作成する – このホワイトペー
パーでは、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。
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• 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は、ユーザーの業界
や地域で使用できるかもしれません。

• 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 サービスでは、自社のプラ
クティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価します。

• AWS Security Hub - この AWS 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スタンダード、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 SQS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に構築
されます。AWSリージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワーク
で接続されている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラビリ
ティーゾーンを使用すると、中断することなくゾーン間で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できます。アベイラビリティーゾーンは、従来の単一または複数の
データセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れています。AWS リー
ジョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWSグローバルインフラストラクチャ」を参照
してください。

AWSグローバルインフラストラクチャに加えて、Amazon SQS は、分散キューを提供しています。

分散キュー
分散メッセージングシステムには 3 つの主要部分 (分散システムのコンポーネント、キュー (Amazon SQS 
サーバーで分散)、およびキューのメッセージ) があります。

次のシナリオでは、システムには複数のプロヂューサー（キューにメッセージを送信するコンポーネン
ト）とコンシューマー（キューからメッセージを受信するコンポーネント）があります。キュー(A から E 
までのメッセージを保持)は、複数の Amazon SQS サーバー全体にまたがって冗長的にメッセージを保存
します。
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Amazon SQS 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 SQS はAWSで説明されているグローバルネットワークセキュリティ
手順Amazon Web Services: セキュリティプロセスの概要ホワイトペーパー。

あなたは使うAWSが公開している API アクションがネットワーク経由で Amazon SQS にアクセスしま
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 以降を推奨します。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。

IAM プリンシパルに関連付けられているアクセスキー ID とシークレットアクセスキーを使用してリクエス
トに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。

これらの API アクションは任意のネットワークの場所から呼び出すことができますが、Amazon SQS では
リソースベースのアクセスポリシーがサポートされています。これには送信元 IP アドレスに基づく制限を
含めることができます。また、Amazon SQS ポリシーを使用して、特定の Amazon VPC エンドポイント
または特定の VPC からのアクセスを制御することもできます。これにより効果的に、内の特定の VPC か
ら特定の Amazon SQS キューへのネットワークアクセスのみが分離されます。AWSネットワーク。詳細
については、例5:VPC エンドポイントからではない場合はアクセスを拒否する (p. 162)を参照してくだ
さい。

Amazon SQSのセキュリティベストプラクティス
AWS には、Amazon SQS、 の多くのセキュリティ機能が用意されています。これらの機能は、独自のセ
キュリティポリシーのコンテキストで確認する必要があります。

Note

提供される特定の実装ガイダンスは、一般的なユースケースと実装用です。特定のユースケー
ス、アーキテクチャ、脅威モデルのコンテキストで、これらのベストプラクティスを確認するこ
とをお勧めします。

予防的ベストプラクティス
以下に、Amazon SQSの予防的なセキュリティに関するベストプラクティスを示します。

トピック
• キューがパブリックアクセスされていないことを確認する (p. 189)
• 最小特権アクセスの実装 (p. 190)
• Amazon SQSアクセスを必要とするアプリケーションと AWS のサービスにはIAM ロールを使用しま

す。 (p. 190)
• サーバー側の暗号化を実装する (p. 190)
• 送信時のデータの暗号化を強制する (p. 191)
• VPC エンドポイントを使用して Amazon SQSにアクセスすることを検討する場合には (p. 191)

キューがパブリックアクセスされていないことを確認する
インターネット上の誰もが Amazon SQSキューに読み取り書き込みできるように明示的にリクエストし
ない限り、 Amazon SQSキューにパブリックアクセスできないようにする必要があります (世界中の誰で
も、または認証された AWSユーザーがアクセス可能)。
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• Principalを""に設定してポリシーを作成しないでください。
• ワイルドカード (*) を使用しないでください。代わりに、特定のユーザーに名前を付けます。

最小特権アクセスの実装
アクセス許可を付与する場合、アクセス許可を受け取るユーザー、アクセス許可の対象となるキュー、お
よびこれらのキューに対して許可する特定の APIアクションを決定します。最小権限を実装することは、
セキュリティリスクを軽減し、エラーや悪意のあるインテントの影響を軽減するために重要です。

最小特権を付与するスタンダードのセキュリティアドバイスに従ってください。つまり、特定のタスクの
実行に必要なアクセス権限のみを付与します。これで、セキュリティポリシーの組み合わせを使用して実
装できます。

Amazon SQSはプロデューサー-コンシューマーモデルを使用し、次の3種類のユーザーアカウントアクセ
スを使用します。

• 管理者-キューの作成、変更、削除にアクセスします。管理者は、キューポリシーも制御します。
• プロデューサー-キューへのメッセージの送信にアクセスします。
• コンシューマー-キューからのメッセージの受信および削除にアクセスします。

詳細については、次のセクションを参照してください。

• Amazon SQSでの Identity and Access Management (p. 126)
• Amazon SQS (Amazon SQS)、 API のアクセス権限: アクションとリソースのリファレンスについ

て (p. 173)
• Amazon SQSアクセスポリシー言語を使用したカスタムポリシーの使用 (p. 152)

Amazon SQSアクセスを必要とするアプリケーションと AWS の
サービスにはIAM ロールを使用します。
Amazon SQSキューにアクセスするアプリケーションまたは Amazon EC2などのAWSのサービスに
は、AWSAPI リクエストで有効な AWS認証情報を使用する必要があります。これらの認証情報は自動的
には更新されないため、AWS 認証情報をアプリケーションまたは EC2 インスタンスに直接保存しないで
ください。

IAM ロールを使用して、Amazon SQSにアクセスする必要があるアプリケーションまたはサービスの
一時的な認証情報を管理することをおすすめします。ロールを使用する場合、長期クレデンシャル (な
ど) に長期の認証情報 (ユーザー名、パスワード、アクセスキーなど) を配布する必要はありませんAWS 
Lambda。AWS代わりに、ロールは、アプリケーションが他の AWS リソースへの呼び出しを行うときに
使用できる一時的なアクセス権限を提供します。

詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロール」および「ロールの一般的なシナリオ: ユー
ザー、アプリケーション、およびサービス」を参照してください。

サーバー側の暗号化を実装する
データ漏洩の問題を軽減するには、保存時の暗号化を使用して、メッセージを保存する場所とは別の場
所に保存されているキーを使用してメッセージを暗号化します。サーバー側の暗号化(SSE)は、保存時の
データ暗号化を提供します。Amazon SQSは、データを保存するときにメッセージレベルで暗号化し、ア
クセスする際にメッセージを復号します。SSEはAWS Key Management Serviceでマネージドされている
キーを使用します。リクエストが認証され、お客様がアクセス許可を持っていれば、キューが暗号化され
ているかどうかに関係なく同じ方法でアクセスできます。

詳細については、「保管中の暗号化 (p. 117)」および「キーの管理 (p. 120)」を参照してください。
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送信時のデータの暗号化を強制する
HTTPS (TLS) を使用しない場合、ネットワークベースの攻撃者は、などの攻撃を使用して、ネット
ワークトラフィックを傍受したり操作することができます man-in-the-middle。キューポリシーの
aws:SecureTransport 条件を使用して、HTTPS(TLS) 経由の暗号化された接続のみを許可し、リクエ
ストに SSL の使用を強制します。

VPC エンドポイントを使用して Amazon SQSにアクセスするこ
とを検討する場合には
操作できる必要があるが、インターネットに絶対に公開してはならないキューがある場合は、VPC エンド
ポイントを使用して、特定の VPC 内のホストへのアクセスのみをキューに入れます。キューポリシーを
使用して、特定のAmazon VPC エンドポイントまたは特定のVPCからのキューへのアクセスを制御できま
す。

Amazon SQS VPC エンドポイントには、メッセージへのアクセスを制御するために、2通りの方法が用意
されています。

• 特定の VPC エンドポイントを通じて許可されるリクエスト、ユーザー、またはグループを管理できま
す。

• キューポリシーを使用して、どのVPCまたは VPC エンドポイントがキューにアクセスできるかを制御
できます。

詳細については、「Amazon SQSのAmazon Virtual Private Cloud エンドポイント (p. 125)」および
「Amazon SQS用のAmazon VPCエンドポイントポリシーを作成する (p. 125)」を参照してください。
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Amazon SQS APIの操作
このセクションでは、GET Amazon SQS エンドポイントの構築、メソッドとおよび POST メソッドを使
用したクエリ API リクエストの作成、およびバッチ API アクションの使用に関する情報を提供します。パ
ラメータ、エラー、例、データタイプを含む Amazon SQS アクションの詳細については、Amazon Simple 
Queue Service API リファレンスをご覧ください。

さまざまなプログラミング言語を使用して Amazon SQSにアクセスするには、以下の自動機能が含まれた
AWSSDK を使用することもできます。

• サービスリクエストに暗号署名する
• リクエストを再試行する
• エラーレスポンスの処理をする

コマンドラインツールの情報については、「コマンドリファレンス」と「AWS CLIAWS Tools for 
PowerShellコマンドレットリファレンス」の Amazon SQS セクションを参照してください。

トピック
• クエリ APIリクエストを行うAWS (p. 192)
• リクエストの認証 (p. 195)
• Amazon SQSのバッチアクション (p. 198)

クエリ APIリクエストを行うAWS
このセクションでは、Amazon SQSエンドポイントを作成する方法、GET および POST リクエストを行
う方法、およびレスポンスを解釈する方法について説明します。

トピック
• エンドポイントの構築 (p. 192)
• GETリクエストの作成 (p. 193)
• POSTリクエストの作成 (p. 193)
• Amazon SQS XML API レスポンスの解釈 (p. 194)

エンドポイントの構築
Amazon SQSキューを使用するには、エンドポイントを構築する必要があります。Amazon SQSエンドポ
イントの詳細については、以下のページを参照してくださいAmazon Web Services 全般のリファレンス。

• 地域エンドポイント
• Amazon Simple Queue Serviceエンドポイントとクォータ

Amazon SQSエンドポイントはそれぞれ独立しています。たとえば、2つのキューの名前が MyQueue
で、一方にはエンドポイント sqs.us-east-2.amazonaws.comがあり、もう一方にはエンドポイン
トsqs.eu-west-2.amazonaws.comがある場合、2つのキューは互いにどのデータも共有しません。

キューを作成するリクエストを行うエンドポイントの例を次に示します。

https://sqs.eu-west-2.amazonaws.com/    
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?Action=CreateQueue
&DefaultVisibilityTimeout=40
&QueueName=MyQueue
&Version=2012-11-05
&AUTHPARAMS

Note

キュー名とキュー URL は大文字と区別します。
AUTHPARAMSの構造はAPIリクエストの署名によって異なります。詳細については、「Amazon 
Web Services 一般リファレンス」の「SigningAWSAPIリクエスト」を参照してください。

GETリクエストの作成
Amazon SQSの GET リクエストは、以下のような構成からなるURLとして構造化されます。

• エンドポイント-リクエストが作用するリソース (キュー名と URL (p. 27))。たとえば: https://
sqs.us-east-2.amazonaws.com/123456789012/MyQueue

• アクション-エンドポイントに実行したい アクション。疑問符 (?) によってエンドポイントとアクション
が区切られます。たとえば?Action=SendMessage&MessageBody=Your%20Message%20Textなど:

• パラメータ任意のリクエストパラメータ。各パラメータは、アンパサンド (&) で区切られています。た
とえば、&Version=2012-11-05&AUTHPARAMS

メッセージを Amazon SQSキューに送信する GET リクエストの例を以下に示します。

https://sqs.us-east-2.amazonaws.com/123456789012/MyQueue
?Action=SendMessage&MessageBody=Your%20message%20text
&Version=2012-11-05
&AUTHPARAMS

Note

キュー名とキュー URL は大文字と区別します。
GET リクエストは URL なので、すべてのパラメータ値をURLエンコードする必要がありま
す。URLにはスペースを使用できないため、各スペースは「%20」としてURLエンコードされま
す。残りの例では、読みやすくするためURLエンコードされていません。

POSTリクエストの作成
Amazon SQSの POST リクエストは、クエリパラメータを HTTPリクエストボディの形で送信します。

以下は、Content-Typeに設定された HTTP ヘッダーの例ですapplication/x-www-form-
urlencoded。

POST /123456789012/MyQueue HTTP/1.1
Host: sqs.us-east-2.amazonaws.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

ヘッダーの後には、メッセージを Amazon SQSキューに送信するform-urlencoded GET リクエストが
続きます。各パラメータは、アンパサンド (&)で区切られています。

Action=SendMessage
&MessageBody=Your+Message+Text
&Expires=2020-10-15T12%3A00%3A00Z
&Version=2012-11-05
&AUTHPARAMS
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Note

Content-TypeHTTPヘッダーのみが必須です。GET リクエストの場合と同じで
す。AUTHPARAMS
HTTPクライアントは、クライアントのHTTP バージョンによっては、他の項目を HTTPリクエス
トに追加する可能性があります。

Amazon SQS XML API レスポンスの解釈
アクションリクエストに応答して、Amazon SQSはリクエスト結果を含むXMLデータ構造を返信します。
詳細については、「Amazon Simple Notification Service APIリファレンス」の「キューアクション」を参
照してください。

トピック
• 正常な XML レスポンス構造 (p. 194)
• XML エラーレスポンス (p. 194)

正常な XML レスポンス構造
リクエストが正常に行われた場合、主レスポンスの要素には、「」で終わ
る、ResponseActionNameResponseアクションに関連する名前が付きます。

この要素には、以下の子要素が含まれています。

• ActionNameResult-アクション固有の要素が含まれています。たとえば、CreateQueueResult 要素
には QueueUrl 要素が含まれています。つまり、作成されたキューのURLが含まれています。

• ResponseMetadata—RequestId には、リクエストに関連するユニバーサルユニーク識別子 (UUID) 
が含まれます。

以下に、XML形式の正常なレスポンスの例を示します。

<CreateQueueResponse 
   xmlns=https://sqs.us-east-2.amazonaws.com/doc/2012-11-05/ 
   xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance 
   xsi:type=CreateQueueResponse> 
   <CreateQueueResult> 
      <QueueUrl>https://sqs.us-east-2.amazonaws.com/770098461991/queue2</QueueUrl> 
   </CreateQueueResult> 
   <ResponseMetadata> 
      <RequestId>cb919c0a-9bce-4afe-9b48-9bdf2412bb67</RequestId> 
   </ResponseMetadata>
</CreateQueueResponse>

XML エラーレスポンス
リクエストが正常に行われなかった場合、 Amazon SQSは常に主な応答要素を返信しま
すErrorResponse。この要素には Error 要素と RequestId 要素が含まれます。

Error 要素には、以下の子要素が含まれています。

• Type-エラーがプロデューサーかコンシューマーのどちらかを特定します。
• Code-エラーのタイプを特定します。
• Message-読み取り可能な条件でエラー状況を特定します。
• Detail-(オプション) エラーに関する追加の詳細を特定します。
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RequestId要素には、リクエストのUUIDが含まれています。

以下に、XML形式のエラーレスポンスの例を示します。

<ErrorResponse> 
   <Error> 
      <Type>Sender</Type> 
      <Code>InvalidParameterValue</Code> 
      <Message> 
         Value (quename_nonalpha) for parameter QueueName is invalid. 
         Must be an alphanumeric String of 1 to 80 in length. 
      </Message> 
   </Error> 
   <RequestId>42d59b56-7407-4c4a-be0f-4c88daeea257</RequestId>
</ErrorResponse>

リクエストの認証
署名認証とは、リクエストの送信者を特定し、検証するプロセスです。認証の最初の段階では、AWSはプ
ロデューサーのIDと、プロデューサーがを使用するように登録されているかどうかを確認しますAWS (詳
細については、「」を参照ステップ 1:AWS アカウント と IAM ユーザーの作成 (p. 5))。その後、AWS が
次の手順に従います。

1. プロデューサー (送信者) が必要な証明書を取得します。
2. プロデューサーがリクエストと認証情報をコンシューマー (受信者) に送信します。
3. コンシューマーは証明書を使用して、プロデューサーが本当にリクエストを送信したか検証します。
4. 次のいずれかの結果になります。

• 認証が成功すると、コンシューマーはリクエストを処理します。
• 認証に失敗すると、コンシューマーによってリクエストが却下され、エラーが返されます。

トピック
• HMAC-SHA による基本的な認証のプロセス (p. 195)
• パート 1: ユーザーからのリクエスト (p. 196)
• パート 2:AWSからのレスポンス (p. 197)

HMAC-SHA による基本的な認証のプロセス
クエリAPIを使用してAmazon SQSにアクセスする場合は、リクエストの認証のために、以下の項目を準
備する必要があります。

• AWSを識別する アクセスキー IDをが AWS アカウントシークレットアクセスキーをAWS検索するため
に使用します。

• HMAC-SHAリクエスト署名、シークレットアクセスキーを使用して計算されます(共有シークレットは
お客様とAWS だけが知っています。詳細については、RFC2104 を参照してください)。AWSSDK に
よって署名プロセスが処理されますが、HTTP または HTTPS 経由でクエリリクエストを送信した場
合、各クエリリクエストに署名を含める必要があります。

1. 署名バージョン4の署名キーを取得します。詳細については、「Java を使用して署名キーを取得」
を参照してください。
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Note

Amazon SQSは署名バージョン4をサポートしています。署名バージョン4では、SHA256
により以前のバージョンよりもセキュリティとパフォーマンスが向上しています。Amazon 
SQSを使用する新規のアプリケーションを作成する場合、署名バージョン4を使用します。

2. リクエスト署名をBase64 エンコードします。以下のサンプルJavaコードによってこの処理が行わ
れます。

package amazon.webservices.common;

// Define common routines for encoding data in AWS requests.
public class Encoding { 

    /* Perform base64 encoding of input bytes. 
     * rawData is the array of bytes to be encoded. 
     * return is the base64-encoded string representation of rawData. 
     */ 
    public static String EncodeBase64(byte[] rawData) { 
        return Base64.encodeBytes(rawData); 
    }
}

• リクエストのタイムスタンプ (または有効期限)。リクエストで使用するタイムスタンプは、dateTime
オブジェクトでなければなりません。時、分、秒を含む詳細な日時が必要です。たとえ
ば、2007-01-31T23:59:59Z などです。必須ではありませんが、協定世界時 (グリニッジ標準時)を使
用してオブジェクトを提供することが推奨されています。

Note

あなたのサーバー時刻が正しく設定されていることを確認してください。(有効期限ではな
く) タイムスタンプを指定する場合、リクエストは、指定された時間の15分後に自動的に有効
期限切れとなります (タイムスタンプが、AWS サーバー上の現在時刻よりも15分以上前の場
合、AWS はリクエストの処理を行ないません)。
.NET を使用する場合、過度に厳密なタイムスタンプ情報を送信しないようご注意ください (タ
イムスタンプの処理プロセスの違いにより不具合が発生する可能性があるためです)。この場
合、精度が 1ミリ秒以内のdateTimeオブジェクトを手動で作成してください。

パート 1: ユーザーからのリクエスト
以下は、HMAC-SHA リクエスト認証を使用して AWS リクエストを認証する場合に従う必要があるプロセ
スです。
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1. AWSにリクエストします。
2. シークレットアクセスキーを使用して、キー付きハッシュメッセージ認証コード (HMAC-SHA) 署名を

計算します。
3. リクエストに、前のステップで生成した署名とアクセスキー ID を含め、AWSにリクエストを送信し

ます。

パート 2:AWSからのレスポンス
AWSは、レスポンスで次のプロセスを開始します。
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1. AWSがアクセスキー ID を使用して、ユーザーのシークレットアクセスキーを調べます。
2. AWSは、ユーザーがリクエストで送信した署名を生成するのに使用したのと同じアルゴリズムを使用

して、リクエストデータとシークレットアクセスキーから署名を生成します。
3. 次のいずれかの結果になります。

• AWS が生成した署名がユーザーがリクエストに含めたものと一致した場合、AWS はリクエストを
正規のものと認識します。

• 署名が一致しなかった場合、リクエストの処理は拒否され、AWS はエラーを返します。

Amazon SQSのバッチアクション
コストを削減したり、1 回のアクションで最大 10 通のメッセージを操作したりするには、次のアクション
を使用します。

• SendMessageBatch
• DeleteMessageBatch
• ChangeMessageVisibilityBatch

クエリ API、またはAmazon SQS バッチアクションをサポートするSDKAWSを使用して、バッチ機能を活
用できます。

Note

1 回の SendMessageBatch 呼び出しで送信するすべてのメッセージの合計サイズが 262,144バ
イト(256KB) を超えることはできません。
SendMessageBatch、DeleteMessageBatch、または ChangeMessageVisibilityBatch
のアクセス許可を明示的に設定することはできません。SendMessage、DeleteMessage、ま
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たは ChangeMessageVisibility のアクセス許可を設定すると、アクションの対応するバッチ
バージョンのアクセス許可も設定されます。
Amazon SQSコンソールは、バッチアクションをサポートしていません。

トピック
• クライアント側のバッファリングとリクエストのバッチ処理の有効化 (p. 199)
• 水平スケーリングとアクションバッチ処理を使用したスループットの向上 (p. 203)

クライアント側のバッファリングとリクエストのバッ
チ処理の有効化
AWS SDK for Javaを含むAmazonSQSBufferedAsyncClientAmazon SQSにアクセスするもの。この
クライアントでは、クライアント側でのバッファリングを使用してリクエストを簡単に行うことができま
す。この場合、最初にクライアントからの呼び出しをバッファして、Amazon SQSへのバッチリクエスト
として送信されます。

クライアント側のバッファリングは最大10個のリクエストをバッファリングし、バッチリクエストとして
送信できるため、Amazon SQSの利用コストを削減して、送信リクエストの数を減らすことができます。
バッファリングは同期および非同期コールの両方をAmazonSQSBufferedAsyncClient バッファしま
す。バッチ処理されたリクエストと ロングポーリングのサポート (p. 33)によって、スループットを向上
させることもできます。詳細については、「水平スケーリングとアクションバッチ処理を使用したスルー
プットの向上 (p. 203)」を参照してください。

AmazonSQSBufferedAsyncClientはAmazonSQSAsyncClientと同じインターフェイスを実行する
ため、AmazonSQSAsyncClient から AmazonSQSBufferedAsyncClient に移行するには通常既存の
コードを最小限変更するだけです。

Note

Amazon SQSバッファリング非同期クライアントは現在 FIFOキューをサポートしていません。

トピック
• amazonSQS の使用BufferedAsyncClient (p. 199)
• amazonSQSBufferedAsyncClient (p. 200)

amazonSQS の使用BufferedAsyncClient
開始する前に、「Amazon SQSのセットアップ (p. 5)」のステップを完了します。

Important

現在、AWS SDK for Java 2.x は AmazonSQSBufferedAsyncClient と互換性がありません。

たとえば、AmazonSQSAsyncClient をベースに新しい AmazonSQSBufferedAsyncClient を作成で
きます。

// Create the basic Amazon SQS async client
final AmazonSQSAsync sqsAsync = new AmazonSQSAsyncClient(); 
  
// Create the buffered client
final AmazonSQSAsync bufferedSqs = new AmazonSQSBufferedAsyncClient(sqsAsync);

新規作成したらAmazonSQSBufferedAsyncClient、これを使用してAmazon SQSに複数のリクエスト
を送信できます (AmazonSQSAsyncClient と同様です)。次に例を示します。

final CreateQueueRequest createRequest = new CreateQueueRequest().withQueueName("MyQueue"); 
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final CreateQueueResult res = bufferedSqs.createQueue(createRequest); 
  
final SendMessageRequest request = new SendMessageRequest();
final String body = "Your message text" + System.currentTimeMillis();
request.setMessageBody( body );
request.setQueueUrl(res.getQueueUrl()); 
  
final Future<SendMessageResult> sendResult = bufferedSqs.sendMessageAsync(request); 
  
final ReceiveMessageRequest receiveRq = new ReceiveMessageRequest() 
    .withMaxNumberOfMessages(1) 
    .withQueueUrl(queueUrl);
final ReceiveMessageResult rx = bufferedSqs.receiveMessage(receiveRq);

amazonSQSBufferedAsyncClient
AmazonSQSBufferedAsyncClient は、ほとんどのユースケースに合うように事前に設定されていま
す。たとえば、AmazonSQSBufferedAsyncClient をさらに設定できます。'

1. 必要な設定パラメータを使用して、QueueBufferConfig クラスのインスタンスを作成します。
2. AmazonSQSBufferedAsyncClient コンストラクタにインスタンスを指定します。

// Create the basic Amazon SQS async client
final AmazonSQSAsync sqsAsync = new AmazonSQSAsyncClient(); 
  
final QueueBufferConfig config = new QueueBufferConfig() 
    .withMaxInflightReceiveBatches(5) 
    .withMaxDoneReceiveBatches(15); 
  
// Create the buffered client
final AmazonSQSAsync bufferedSqs = new AmazonSQSBufferedAsyncClient(sqsAsync, config);

QueueBufferConfig 設定パラメータ

パラメータ デフォルト値 説明

longPoll true longPoll が true
に設定されている場
合、AmazonSQSBufferedAsyncClient
はメッセージの処理時にロング
ポーリングを使用しようとしま
す。

longPollWaitTimeoutSeconds 20 s 空の受信結果を返すまでに、
キュー内へのメッセージの出
現をサーバーが待機するのを
ReceiveMessage 呼び出しがブ
ロックする最大秒数。

Note

ロングポーリングが無
効になっている場合、こ
の設定に効果はありませ
ん。

maxBatchOpenMs 200ms 送信呼び出しが、同じタイプの
メッセージをバッチ処理する他
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パラメータ デフォルト値 説明
の呼び出しを待機する最大ミリ
秒。

設定を大きくすればするほど、
同じ量の処理を実行するのに必
要なバッチが少なくなります (た
だし、バッチ内の最初の呼び出
しは待機時間が長くなります)。

このパラメータを 0 に設定した
場合、送信されたリクエストは
他のリクエストを待機しないた
め、バッチ処理が事実上無効に
なります。

maxBatchSize バッチあたり 10 個のリクエスト 1 つのバッチリクエストでまとめ
てバッチ処理されるメッセージ
の最大数。設定を大きくするほ
ど、全体数が同じリクエストの
処理に要するバッチ数が減りま
す。

Note

バッチあたり 10 個の
リクエストはAmazon 
SQSの最大許容値で
す。

maxBatchSizeBytes 256 KB クライアントがAmazon SQS
に送信しようとするメッセージ
バッチの最大サイズ、バイト単
位。

Note

256 KB は、Amazon 
SQSの最大許容値で
す。
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パラメータ デフォルト値 説明

maxDoneReceiveBatches 10 個のバッチ AmazonSQSBufferedAsyncClient
がプリフェッチし、クライアン
ト側に保存する受信バッチの最
大数。

設定を大きくすればするほ
ど、Amazon SQSを呼び出さな
くても多くの受信リクエストを
満たすことができます (ただし、
プリフェッチされるメッセージ
が多くなるほど、バッファにと
どまる時間が長くなるため、そ
れ自体の可視性タイムアウトが
発生する可能性があります)。

Note

0 は、すべてのメッセー
ジ プリフェッチがすべ
て無効となり、メッセー
ジはオンデマンドでのみ
処理されることを示しま
す。

maxInflightOutboundBatches 5 個のバッチ 同時に処理できるアクティブな
送信バッチの最大数。

設定を大きくすればするほ
ど、送信バッチの送信速度が
速くなり (CPU や帯域幅などの
他のクォータの影響を受けま
す)、AmazonSQSBufferedAsyncClient
により消費されるスレッドが増
えます。

maxInflightReceiveBatches 10 個のバッチ 同時に処理できるアクティブな
受信バッチの最大数。

設定を大きくすればするほ
ど、受信するメッセージが
増え (CPU や帯域幅などの他
のクォータの影響を受けま
す)、AmazonSQSBufferedAsyncClient
により消費されるスレッドが増
えます。

Note

0 は、すべてのメッセー
ジ プリフェッチがすべ
て無効となり、メッセー
ジはオンデマンドでのみ
処理されることを示しま
す。
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パラメータ デフォルト値 説明

visibilityTimeoutSeconds -1 このパラメータが 0 以外の正の
値に設定されている場合、ここ
で設定した可視性タイムアウト
により、メッセージの処理元の
キューで設定された可視性タイ
ムアウトが上書きされます。

Note

-1 は、キューのデフォ
ルト設定が選択されてい
ることを示します。
可視性タイムアウトを 0
に設定することはできま
せん。

水平スケーリングとアクションバッチ処理を使用した
スループットの向上
Amazon SQS キューにより、非常に高いスループットを実現できます。スループットクォータの詳細につ
いては、「メッセージに関連するクォータ (p. 65)」を参照してください。

高いスループットを達成するには、メッセージのプロデューサーとコンシューマーを水平にスケーリング
する必要があります (プロデューサーとコンシューマーを追加します)。

トピック
• 水平スケーリング (p. 203)
• アクションバッチ処理 (p. 204)
• 1 回のオペレーションおよびバッチリクエストでの Java の使用例 (p. 205)

水平スケーリング
Amazon SQSは HTTP リクエストレスポンスプロトコルを通じてアクセスするため、リクエストのレイテ
ンシー (リクエストの開始からレスポンスの受信までの時間) により1回の接続を使用して1つのスレッド
を処理した場合のスループットは制限されます。たとえば、Amazon EC2ベースのクライアントから同じ
リージョンにあるAmazon SQSへのレイテンシーが平均 20 ミリ秒の場合、1回の接続で1つのスレッドを
処理した場合の最大スループットは平均で 50 TPS になります。

水平スケーリングには、全体的なキュースループットを高めるために、メッセージのプロデューサー 
(SendMessage リクエストを生成) とコンシューマー (ReceiveMessage リクエストと DeleteMessage
リクエストを生成) の数を増やすことが必要です。水平スケーリングを行うには 3 つの方法があります。

• クライアントあたりのスレッドの数を増やす
• クライアントを追加する
• クライアントあたりのスレッドの数を増やし、クライアントを追加する

クライアントを追加すると、基本的にはキューのスループットが直線的に向上します。たとえば、クライ
アントの数を 2 倍にした場合、スループットも 2 倍になります。
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Note

水平スケーリングを行うときは、Amazon SQSクライアントがリクエストの送信とレス
ポンスの受信する同時メッセージプロデューサーとコンシューマーの数を十分にサポート
できる接続数またはスレッドがあることを確認してください。たとえば、デフォルトでは 
AWS SDK for Java AmazonSQSClient クラスのインスタンスにはAmazon SQS への接続
が最大 50 件保持されます。追加の同時プロデューサーおよびコンシューマーを作成するに
は、AmazonSQSClientBuilder オブジェクトにおいて許容されるプロデューサーおよびコン
シューマースレッドの最大数を調整する必要があります。例えば:

final AmazonSQS sqsClient = AmazonSQSClientBuilder.standard() 
        .withClientConfiguration(new ClientConfiguration() 
                .withMaxConnections(producerCount + consumerCount)) 
        .build();

AmazonSQSAsyncClient の場合、十分なスレッドがあることも確認する必要があります。
この例は Java v. 1.x でのみ動作します。

アクションバッチ処理
バッチ処理では、サービスへの各ラウンドトリップでより多くの処理が実行されます (たとえば、1 回の
SendMessageBatch リクエストで複数のメッセージを送信する場合など)。Amazon SQS バッチ アク
ションは、SendMessageBatch、DeleteMessageBatch、および ChangeMessageVisibilityBatch
です。プロデューサーやコンシューマーを変更することなくバッチ処理を活用するには、Amazon SQSバ
ファリング非同期クライアント (p. 199) を使用します。

Note

ReceiveMessage は、一度に 10 件のメッセージを処理できるため、ReceiveMessageBatch
アクションはありません。

バッチ処理では、1 件のメッセージのレイテンシー全体が受け入れられるのではなく、1 回のバッチ
リクエストの複数のメッセージにまたがるバッチアクションのレイテンシーが分散されます (たとえ
ば、SendMessage リクエストなど)。各ラウンドトリップがより多くの処理を実行するため、バッチリク
エストがスレッドと接続をより効率的に使用するようになり、スループットが向上します。

マッチ処理と水平スケーリングを組み合わせて、個々のメッセージリクエストより少ないスレッド、接
続、リクエストで一定のスループットを実現できます。バッチ処理されたAmazon SQSアクションを使用
して、最大 10 通のメッセージを一度に送信、受信、または削除できます。Amazon SQSではリクエスト
単位で課金されるため、バッチ処理はコストを大幅に削減できます。

バッチ処理により、アプリケーションがいくらか複雑になる可能性はあります (たとえば、アプリケー
ションはメッセージを送信前に累積する必要があります。または、レスポンスを長時間待機する必要が生
じることもときどきあります)。しかし、それでもバッチ処理は次の場合に効果的です:

• アプリケーションが短い時間で多くのメッセージを生成するため、遅延が大幅に長くなることはない。
• 一般的なメッセージプロデューサーが自身でコントロールしていないイベントに応答してメッセージを

送信する必要があるのと異なり、メッセージコンシューマーは自身の判断でキューからメッセージを取
得する。

Important

バッチ内の個々のメッセージが失敗しても、バッチリクエストは成功することがあります。バッ
チリクエストの後、必ず個々のメッセージのエラーがないか確認し、必要に応じてアクションを
再試行してください。
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1 回のオペレーションおよびバッチリクエストでの Java の使用
例
前提条件
aws-java-sdk-sqs.jarパッケージ、aws-java-sdk-ec2.jar パッケージおよび commons-
logging.jar パッケージを Java ビルドクラスパスに追加します。以下の例は、Maven プロジェクトの
pom.xml ファイルにあるこれらの依存関係を示しています。

<dependencies> 
    <dependency> 
        <groupId>com.amazonaws</groupId> 
        <artifactId>aws-java-sdk-sqs</artifactId> 
        <version>LATEST</version> 
    </dependency> 
    <dependency> 
        <groupId>com.amazonaws</groupId> 
        <artifactId>aws-java-sdk-ec2</artifactId> 
        <version>LATEST</version> 
    </dependency> 
    <dependency> 
        <groupId>commons-logging</groupId> 
        <artifactId>commons-logging</artifactId> 
        <version>LATEST</version> 
    </dependency>
</dependencies>

SimpleProducerConsumerjava
次の Java コード例では、簡単なプロデューサー-コンシューマーパターンが実行されています。メイン
スレッドでは、指定された時間に 1 KB のメッセージを処理するプロデューサーおよびコンシューマース
レッドが多数発生します。この例には、単一オペレーションリクエストを生成するプロデューサーおよび
コンシューマーと、バッチ処理リクエストを生成するプロデューサーおよびコンシューマーが含まれてい
ます。

/* 
 * Copyright 2010-2022 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
 * 
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"). 
 * You may not use this file except in compliance with the License. 
 * A copy of the License is located at 
 * 
 *  https://aws.amazon.com/apache2.0 
 * 
 * or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed 
 * on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either 
 * express or implied. See the License for the specific language governing 
 * permissions and limitations under the License. 
 * 
 */

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.ClientConfiguration;
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQS;
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQSClientBuilder;
import com.amazonaws.services.sqs.model.*;
import org.apache.commons.logging.Log;
import org.apache.commons.logging.LogFactory;

import java.math.BigInteger;
import java.util.ArrayList;
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import java.util.List;
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
import java.util.concurrent.atomic.AtomicBoolean;
import java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger;

/** 
 * Start a specified number of producer and consumer threads, and produce-consume 
 * for the least of the specified duration and 1 hour. Some messages can be left 
 * in the queue because producers and consumers might not be in exact balance. 
 */
public class SimpleProducerConsumer { 

    // The maximum runtime of the program. 
    private final static int MAX_RUNTIME_MINUTES = 60; 
    private final static Log log = LogFactory.getLog(SimpleProducerConsumer.class); 

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 

        final Scanner input = new Scanner(System.in); 

        System.out.print("Enter the queue name: "); 
        final String queueName = input.nextLine(); 

        System.out.print("Enter the number of producers: "); 
        final int producerCount = input.nextInt(); 

        System.out.print("Enter the number of consumers: "); 
        final int consumerCount = input.nextInt(); 

        System.out.print("Enter the number of messages per batch: "); 
        final int batchSize = input.nextInt(); 

        System.out.print("Enter the message size in bytes: "); 
        final int messageSizeByte = input.nextInt(); 

        System.out.print("Enter the run time in minutes: "); 
        final int runTimeMinutes = input.nextInt(); 

        /* 
         * Create a new instance of the builder with all defaults (credentials 
         * and region) set automatically. For more information, see Creating 
         * Service Clients in the AWS SDK for Java Developer Guide. 
         */ 
        final ClientConfiguration clientConfiguration = new ClientConfiguration() 
                .withMaxConnections(producerCount + consumerCount); 

        final AmazonSQS sqsClient = AmazonSQSClientBuilder.standard() 
                .withClientConfiguration(clientConfiguration) 
                .build(); 

        final String queueUrl = sqsClient 
                .getQueueUrl(new GetQueueUrlRequest(queueName)).getQueueUrl(); 

        // The flag used to stop producer, consumer, and monitor threads. 
        final AtomicBoolean stop = new AtomicBoolean(false); 

        // Start the producers. 
        final AtomicInteger producedCount = new AtomicInteger(); 
        final Thread[] producers = new Thread[producerCount]; 
        for (int i = 0; i < producerCount; i++) { 
            if (batchSize == 1) { 
                producers[i] = new Producer(sqsClient, queueUrl, messageSizeByte, 
                        producedCount, stop); 
            } else { 
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                producers[i] = new BatchProducer(sqsClient, queueUrl, batchSize, 
                        messageSizeByte, producedCount, 
                        stop); 
            } 
            producers[i].start(); 
        } 

        // Start the consumers. 
        final AtomicInteger consumedCount = new AtomicInteger(); 
        final Thread[] consumers = new Thread[consumerCount]; 
        for (int i = 0; i < consumerCount; i++) { 
            if (batchSize == 1) { 
                consumers[i] = new Consumer(sqsClient, queueUrl, consumedCount, 
                        stop); 
            } else { 
                consumers[i] = new BatchConsumer(sqsClient, queueUrl, batchSize, 
                        consumedCount, stop); 
            } 
            consumers[i].start(); 
        } 

        // Start the monitor thread. 
        final Thread monitor = new Monitor(producedCount, consumedCount, stop); 
        monitor.start(); 

        // Wait for the specified amount of time then stop. 
        Thread.sleep(TimeUnit.MINUTES.toMillis(Math.min(runTimeMinutes, 
                MAX_RUNTIME_MINUTES))); 
        stop.set(true); 

        // Join all threads. 
        for (int i = 0; i < producerCount; i++) { 
            producers[i].join(); 
        } 

        for (int i = 0; i < consumerCount; i++) { 
            consumers[i].join(); 
        } 

        monitor.interrupt(); 
        monitor.join(); 
    } 

    private static String makeRandomString(int sizeByte) { 
        final byte[] bs = new byte[(int) Math.ceil(sizeByte * 5 / 8)]; 
        new Random().nextBytes(bs); 
        bs[0] = (byte) ((bs[0] | 64) & 127); 
        return new BigInteger(bs).toString(32); 
    } 

    /** 
     * The producer thread uses {@code SendMessage} 
     * to send messages until it is stopped. 
     */ 
    private static class Producer extends Thread { 
        final AmazonSQS sqsClient; 
        final String queueUrl; 
        final AtomicInteger producedCount; 
        final AtomicBoolean stop; 
        final String theMessage; 

        Producer(AmazonSQS sqsQueueBuffer, String queueUrl, int messageSizeByte, 
                 AtomicInteger producedCount, AtomicBoolean stop) { 
            this.sqsClient = sqsQueueBuffer; 
            this.queueUrl = queueUrl; 
            this.producedCount = producedCount; 
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            this.stop = stop; 
            this.theMessage = makeRandomString(messageSizeByte); 
        } 

        /* 
         * The producedCount object tracks the number of messages produced by 
         * all producer threads. If there is an error, the program exits the 
         * run() method. 
         */ 
        public void run() { 
            try { 
                while (!stop.get()) { 
                    sqsClient.sendMessage(new SendMessageRequest(queueUrl, 
                            theMessage)); 
                    producedCount.incrementAndGet(); 
                } 
            } catch (AmazonClientException e) { 
                /* 
                 * By default, AmazonSQSClient retries calls 3 times before 
                 * failing. If this unlikely condition occurs, stop. 
                 */ 
                log.error("Producer: " + e.getMessage()); 
                System.exit(1); 
            } 
        } 
    } 

    /** 
     * The producer thread uses {@code SendMessageBatch} 
     * to send messages until it is stopped. 
     */ 
    private static class BatchProducer extends Thread { 
        final AmazonSQS sqsClient; 
        final String queueUrl; 
        final int batchSize; 
        final AtomicInteger producedCount; 
        final AtomicBoolean stop; 
        final String theMessage; 

        BatchProducer(AmazonSQS sqsQueueBuffer, String queueUrl, int batchSize, 
                      int messageSizeByte, AtomicInteger producedCount, 
                      AtomicBoolean stop) { 
            this.sqsClient = sqsQueueBuffer; 
            this.queueUrl = queueUrl; 
            this.batchSize = batchSize; 
            this.producedCount = producedCount; 
            this.stop = stop; 
            this.theMessage = makeRandomString(messageSizeByte); 
        } 

        public void run() { 
            try { 
                while (!stop.get()) { 
                    final SendMessageBatchRequest batchRequest = 
                            new SendMessageBatchRequest().withQueueUrl(queueUrl); 

                    final List<SendMessageBatchRequestEntry> entries = 
                            new ArrayList<SendMessageBatchRequestEntry>(); 
                    for (int i = 0; i < batchSize; i++) 
                        entries.add(new SendMessageBatchRequestEntry() 
                                .withId(Integer.toString(i)) 
                                .withMessageBody(theMessage)); 
                    batchRequest.setEntries(entries); 

                    final SendMessageBatchResult batchResult = 
                            sqsClient.sendMessageBatch(batchRequest); 

208



Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイド
水平スケーリングとアクションバッ

チ処理を使用したスループットの向上

                    producedCount.addAndGet(batchResult.getSuccessful().size()); 

                    /* 
                     * Because SendMessageBatch can return successfully, but 
                     * individual batch items fail, retry the failed batch items. 
                     */ 
                    if (!batchResult.getFailed().isEmpty()) { 
                        log.warn("Producer: retrying sending " 
                                + batchResult.getFailed().size() + " messages"); 
                        for (int i = 0, n = batchResult.getFailed().size(); 
                             i < n; i++) { 
                            sqsClient.sendMessage(new 
                                    SendMessageRequest(queueUrl, theMessage)); 
                            producedCount.incrementAndGet(); 
                        } 
                    } 
                } 
            } catch (AmazonClientException e) { 
                /* 
                 * By default, AmazonSQSClient retries calls 3 times before 
                 * failing. If this unlikely condition occurs, stop. 
                 */ 
                log.error("BatchProducer: " + e.getMessage()); 
                System.exit(1); 
            } 
        } 
    } 

    /** 
     * The consumer thread uses {@code ReceiveMessage} and {@code DeleteMessage} 
     * to consume messages until it is stopped. 
     */ 
    private static class Consumer extends Thread { 
        final AmazonSQS sqsClient; 
        final String queueUrl; 
        final AtomicInteger consumedCount; 
        final AtomicBoolean stop; 

        Consumer(AmazonSQS sqsClient, String queueUrl, AtomicInteger consumedCount, 
                 AtomicBoolean stop) { 
            this.sqsClient = sqsClient; 
            this.queueUrl = queueUrl; 
            this.consumedCount = consumedCount; 
            this.stop = stop; 
        } 

        /* 
         * Each consumer thread receives and deletes messages until the main 
         * thread stops the consumer thread. The consumedCount object tracks the 
         * number of messages that are consumed by all consumer threads, and the 
         * count is logged periodically. 
         */ 
        public void run() { 
            try { 
                while (!stop.get()) { 
                    try { 
                        final ReceiveMessageResult result = sqsClient 
                                .receiveMessage(new 
                                        ReceiveMessageRequest(queueUrl)); 

                        if (!result.getMessages().isEmpty()) { 
                            final Message m = result.getMessages().get(0); 
                            sqsClient.deleteMessage(new 
                                    DeleteMessageRequest(queueUrl, 
                                    m.getReceiptHandle())); 
                            consumedCount.incrementAndGet(); 
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                        } 
                    } catch (AmazonClientException e) { 
                        log.error(e.getMessage()); 
                    } 
                } 
            } catch (AmazonClientException e) { 
                /* 
                 * By default, AmazonSQSClient retries calls 3 times before 
                 * failing. If this unlikely condition occurs, stop. 
                 */ 
                log.error("Consumer: " + e.getMessage()); 
                System.exit(1); 
            } 
        } 
    } 

    /** 
     * The consumer thread uses {@code ReceiveMessage} and {@code 
     * DeleteMessageBatch} to consume messages until it is stopped. 
     */ 
    private static class BatchConsumer extends Thread { 
        final AmazonSQS sqsClient; 
        final String queueUrl; 
        final int batchSize; 
        final AtomicInteger consumedCount; 
        final AtomicBoolean stop; 

        BatchConsumer(AmazonSQS sqsClient, String queueUrl, int batchSize, 
                      AtomicInteger consumedCount, AtomicBoolean stop) { 
            this.sqsClient = sqsClient; 
            this.queueUrl = queueUrl; 
            this.batchSize = batchSize; 
            this.consumedCount = consumedCount; 
            this.stop = stop; 
        } 

        public void run() { 
            try { 
                while (!stop.get()) { 
                    final ReceiveMessageResult result = sqsClient 
                            .receiveMessage(new ReceiveMessageRequest(queueUrl) 
                                    .withMaxNumberOfMessages(batchSize)); 

                    if (!result.getMessages().isEmpty()) { 
                        final List<Message> messages = result.getMessages(); 
                        final DeleteMessageBatchRequest batchRequest = 
                                new DeleteMessageBatchRequest() 
                                        .withQueueUrl(queueUrl); 

                        final List<DeleteMessageBatchRequestEntry> entries = 
                                new ArrayList<DeleteMessageBatchRequestEntry>(); 
                        for (int i = 0, n = messages.size(); i < n; i++) 
                            entries.add(new DeleteMessageBatchRequestEntry() 
                                    .withId(Integer.toString(i)) 
                                    .withReceiptHandle(messages.get(i) 
                                            .getReceiptHandle())); 
                        batchRequest.setEntries(entries); 

                        final DeleteMessageBatchResult batchResult = sqsClient 
                                .deleteMessageBatch(batchRequest); 
                        consumedCount.addAndGet(batchResult.getSuccessful().size()); 

                        /* 
                         * Because DeleteMessageBatch can return successfully, 
                         * but individual batch items fail, retry the failed 
                         * batch items. 
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                         */ 
                        if (!batchResult.getFailed().isEmpty()) { 
                            final int n = batchResult.getFailed().size(); 
                            log.warn("Producer: retrying deleting " + n 
                                    + " messages"); 
                            for (BatchResultErrorEntry e : batchResult 
                                    .getFailed()) { 

                                sqsClient.deleteMessage( 
                                        new DeleteMessageRequest(queueUrl, 
                                                messages.get(Integer 
                                                        .parseInt(e.getId())) 
                                                        .getReceiptHandle())); 

                                consumedCount.incrementAndGet(); 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            } catch (AmazonClientException e) { 
                /* 
                 * By default, AmazonSQSClient retries calls 3 times before 
                 * failing. If this unlikely condition occurs, stop. 
                 */ 
                log.error("BatchConsumer: " + e.getMessage()); 
                System.exit(1); 
            } 
        } 
    } 

    /** 
     * This thread prints every second the number of messages produced and 
     * consumed so far. 
     */ 
    private static class Monitor extends Thread { 
        private final AtomicInteger producedCount; 
        private final AtomicInteger consumedCount; 
        private final AtomicBoolean stop; 

        Monitor(AtomicInteger producedCount, AtomicInteger consumedCount, 
                AtomicBoolean stop) { 
            this.producedCount = producedCount; 
            this.consumedCount = consumedCount; 
            this.stop = stop; 
        } 

        public void run() { 
            try { 
                while (!stop.get()) { 
                    Thread.sleep(1000); 
                    log.info("produced messages = " + producedCount.get() 
                            + ", consumed messages = " + consumedCount.get()); 
                } 
            } catch (InterruptedException e) { 
                // Allow the thread to exit. 
            } 
        } 
    }
}
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サンプル実行からのボリュームメトリクスのモニタリング

Amazon SQSは、メッセージの送信、受信、削除のボリュームメトリクスを自動的に生成します。これ
らのメトリックスと他のメトリックスにアクセスするには、キューの [モニタリング] タブを使用する
か、CloudWatch コンソールを使用します。

Note

メトリクスを、キューが開始してから参照可能になるまで最大 15 分かかる場合があります。

212

https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/home


Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイド

Amazon SQS リソース
次の表は、本サービスを利用する際に役立つと思われる関連リソースの一覧です。

リソース 説明

Amazon Simple Que Service API リファ
レンス

アクション、パラメータ、データ型に関する説明と、サービ
スから返されるエラーのリスト。

Amazon SQSAWS CLIコマンドリファ
レンス

キューで使用できる AWS CLI コマンドの説明。

リージョンとエンドポイント Amazon SQS のリージョンおよびエンドポイントに関する情
報

製品ページ Amazon SQS に関する情報のメインウェブページです。

フォーラム デベロッパーが Amazon SQS に関連する技術的な質問につい
てディスカッションできる、コミュニティベースのフォーラ
ムです。

AWS プレミアムサポート情報 に関する情報のメインウェブページです。AWS1 対 1 での迅
速な対応を行うSupport チャネルであるプレミアムサポート
は、アプリケーションの構築および実行を支援します。AWS
インフラストラクチャサービス。
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ドキュメント履歴
次の表は、 Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイドの2019年1月以降の重要な変更点をまとめ
たものです。このドキュメントの更新に関する通知については、「RSS フィード」を参照してください。

サービス機能は、サービスが利用可能な AWS リージョンに段階的にデプロイされる場合があります。こ
のドキュメントは、最初のリリースのためにのみ更新されています。リージョンの可用性に関する情報
を提供したり、その後のリージョンのロールアウトを発表したりすることはありません。サービス機能
のリージョンの可用性に関する情報、および更新に関する通知をサブスクライブする方法については、
「AWS の最新情報」を参照してください。

変更 説明 日付

Amazon SQS 用ABAC キュータグを使用する属性ベース
のアクセスコントロール (ABAC) 
で、柔軟でスケーラブルなアクセ
ス許可を実現します。

2022 年 11 月 10 日

FIFO 高スループット制限の増加 商業地域におけるFIFOハイス
ループットモードのデフォルト
クォータを増やし、さらにFIFO
ハイスループットドキュメントを
最適化しました。

2022 年 10 月 20 日

デフォルトのサーバー側の暗号
化 (SSE) が、利用可能です。

SQS 所有の暗号化 (SSE-SQS) 
を、デフォルトで SQS 所有の暗
号化 (SSE-SQS) を使用します。

2022 年 9 月 26 日

Amazon SQS の混乱した代理人
保護サポートが利用可能です

混乱した代理保護機能を使用す
ると、リクエストに新しいヘッ
ダーを指定できます。そのヘッ
ダーは、Amazon SQS マネージ
ド SSE を使用するときに KMS 
ポリシーの条件と照合されます。

2021 年 12 月 29 日

マネージド SSE が利用可能です Amazon SQS managed SSE 
(SSE-SQS) は、Amazon SQS 所
有の暗号化キーを使用して、メッ
セージキューを介して送信される
機密データを保護する、マネージ
ドサーバー側の暗号化です。

2021 年 11 月 23 日

デッドレターキューのリドライ
ブが可能です。

Amazon SQSは、スタンダード
キューのデッドレターキューのリ
ドライブをサポートしています。

2021 年 11 月 10 日

FIFOキューのメッセージに対す
る高スループットが利用可能で
す。

Amazon SQS FIFOキューに対
する高スループットは、FIFO
キューの1 秒あたりのトランザク
ション(TPS)数を増加することが
できます。スループットクォータ
の詳細については、「メッセージ
に関連するクォータ」を参照して
ください。

2021年5月27日
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FIFOキューのメッセージに対す
る高スループットはプレビュー
リリースが利用可能です

Amazon SQS FIFOキューに対す
る高スループットはプレビューリ
リースであり、変更される可能性
があります。この機能は、FIFO 
キューのメッセージに対して、1 
秒あたりのトランザクション 
(TPS) の数を増加することができ
ます。スループットクォータの詳
細については、「メッセージに関
連するクォータ」を参照してくだ
さい。

2020年12月17日

新Amazon SQSコンソールのデ
ザイン

開発および本番ワークフローを簡
素化するために、Amazon SQS 
コンソールには新しいユーザーエ
クスペリエンスがあります。

2020年7月8日

Amazon SQSは、listQueues の
ページ割りをサポートします。 
listDeadLetterSourceQueues

listQueues
listDeadLetterSourceQueuesまた
はリクエストから返される結果の
最大数を指定できます。

2020年6月22日

Amazon SQSは、AWS 
GovCloud (米国)AWS リージョ
ンを除き、すべてのリージョ
ンをサポートしています。 
CloudWatch

Amazon SQS の1分間 Amazon 
SQS CloudWatch メトリクス
はリージョンを除き、AWS 
GovCloud (US)すべてのリージョ
ンで利用可能です。

2020年1月9日

Amazon CloudWatch SQSは1
分間メトリクスをサポートしま
す。

Amazon SQS の1分間 Amazon 
SQS CloudWatch メトリクスは
現在、米国東部 (オハイオ)、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（ストックホルム）、
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（ストックホル
ム）

2019年11月25日

AWS Lambda Amazon SQS 
FIFOキューのトリガーが利用可
能です。

Lambda関数をトリガーとして
FIFOキューへの着信メッセージ
を設定できます。

2019年11月25日

Amazon SQS に対するサーバー
側の暗号化 (SSE)が、中国リー
ジョンで利用可能です。

Amazon SQSに対するSSE は、
中国リージョンで利用可能です。

2019年11月13日

FIFOキューは、中東 (バーレー
ン)リージョンで利用可能です。

FIFOキューは、中東 (バーレー
ン)リージョンで利用可能です。

2019年10月10日

Amazon SQS に対するAmazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) エンドポイントは、AWS 
GovCloud (米国東部) およびAWS 
GovCloud (米国東部) リージョン
で利用可能です。

(米国東部) および (米国東部) 
リージョンAWS GovCloud (米
国東部) およびAWS GovCloud 
(米国東部) リージョンのAmazon 
VPC からAmazon SQS キューに
メッセージを送信できます。

2019年9月5日
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Amazon SQSは、AWS X-Ray
メッセージシステム属性を使
用したキューのトラブルシュー
ティング使用が可能です。

X-Rayを使用して、Amazon SQS 
キューを通過するメッセージの
トラブルシューティングを行う
ことができます。このリリースで
は、MessageSystemAttributeリ
クエストパラメータ
にSendMessageとSendMessageBatch
APIオペレーショ
ン、ReceiveMessage
APIオペレーション
のAWSTraceHeader属性
とMessageSystemAttributeValueデー
タタイプが（ Amazon SQS)を通
してX-Rayトレースヘッダーへ送
信できる）が追加されます。

2019年8月28日

Amazon SQSキュー作成時にタ
グ付けが可能になります。

単一の Amazon SQSAWS API 
コール、AWS Command Line 
InterfaceSDK 関数、またはAWS 
CLIコマンドを使用して、同時に
キューを作成し、そのタグを指
定できます。さらに、Amazon 
SQS はaws:TagKeysそ
してaws:RequestTag
AWS Identity and Access 
Management(IAM) キーをサポー
トします。

2019年8月22日

Amazon SQS に対する一時
キュークライアントは、現在利
用可能です。

一時キューは、リクエストとレ
スポンスのような一般的なメッ
セージパターンを使用する場合
に、開発時間と開発コストを削減
するのに役立ちます。一時キュー
クライアントを使用すると、高ス
ループットで費用対効果の高いア
プリケーションマネージドの一時
キューを作成ができます。

2019年7月25日

Amazon SQSに対するSSE
は、AWS GovCloud (米国東部) 
リージョンで利用可能です。

Amazon SQS のサーバー側の暗
号化 (SSE) は、AWS GovCloud 
(米国東部) リージョンで利用可能
です。

2019年6月20日

FIFO キューは、アジアパシ
フィック (香港)、中国 (北京)、
(米国東部)、(米国東部)、(米
国東部)、AWS GovCloud (米
国東部)、(米国東部)、(米国東
部)、AWS GovCloud (米国東
部)、(

FIFO キューは、アジアパシ
フィック (香港)、中国 (北京)、
(米国東部)、(米国東部)、(米
国東部)、AWS GovCloud (米
国東部)、(米国東部)、(米国東
部)、AWS GovCloud (米国東
部)、米国東部

2019年5月15日

Amazon SQSに対するAmazon 
VPC エンドポイントポリシーは
利用可能です。

Amazon SQSに対するAmazon 
VPC エンドポイントポリシーを
作成できます。

2019年4月4日

FIFOキューは、欧州(ストックホ
ルム) および中国 (寧夏) リージョ
ンで利用可能です。

FIFOキューは、欧州(ストックホ
ルム) および中国 (寧夏) リージョ
ンで利用可能です。

2019年3月14日
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FIFO キューは、Amazon SQS が
利用可能なすべてのリージョン
で利用可能です。

FIFOキューは、米国東部（オハ
イオ）、米国東部（北バージニ
ア）、米国西部（北カリフォルニ
ア）、米国西部（オレゴン）、ア
ジアパシフィック（ムンバイ）、
アジアパシフィック（ソウル）、
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（東
京）、カナダ（中部）、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
（パリ）、および南米国（サンパ
ウロ）の各リージョンで利用可能
です。

2019年2月7日
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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