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API Gateway のアーキテクチャ

Amazon API Gateway とは何ですか?
Amazon API Gateway は、あらゆる規模の REST、HTTP、および WebSocket API を作成、公開、維持、
モニタリング、およびセキュア化するための AWS のサービスです。API 開発者は、AWS または他のウェ
ブサービス、AWS クラウドに保存されているデータにアクセスする API を作成できます。API Gateway
API デベロッパーとして、独自のクライアントアプリケーションで使用するための API を作成できます。
または、API をサードパーティーのアプリ開発者に対して使用可能にできます。詳細については、「the
section called “API Gateway を使用するユーザー” (p. 4)」を参照してください。
API Gateway は、次のような RESTful API を作成します。
• HTTP ベース。
• ステートレスなクライアント/サーバー通信を有効にします。
• GET、POST、PUT、PATCH、DELETE などの標準の HTTP メソッドを実装します。
API Gateway REST API および HTTP API の詳細については、「the section called “REST API と HTTP
API 間で選択する ” (p. 9)」、「HTTP API の操作 (p. 659)」、「the section called “API Gateway を
使用して REST API を作成する” (p. 3)」、および「the section called “作成と設定” (p. 192)」を参照
してください。
API Gateway は、以下のような WebSocket API を作成します。
• WebSocket プロトコルを遵守します。これにより、クライアントとサーバー間のステートフルな全二重
通信が可能になります。
• メッセージの内容に基づいて、受信メッセージをルーティングします。
API Gateway WebSocket API の詳細については、「the section called “API Gateway を使用し
て WebSocket API を作成する” (p. 4)」および「the section called “WebSocket API につい
て” (p. 718)」を参照してください。
トピック
• API Gateway のアーキテクチャ (p. 1)
• API Gateway の特徴 (p. 2)
• API Gateway のユースケース (p. 3)
• API Gateway へのアクセス (p. 5)
• AWS サーバーレスインフラストラクチャの一部 (p. 5)
• Amazon API Gateway の使用を開始する方法 (p. 5)
• Amazon API Gateway の概念 (p. 6)
• REST API と HTTP API 間で選択する (p. 9)

API Gateway のアーキテクチャ
API Gateway のアーキテクチャを次の図に示します。
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この図は、Amazon API Gateway で構築した API が、お客様、またはお客様のデベロッパーカスタマーに
AWS サーバーレスアプリケーションを構築するための統合された一貫的なデベロッパーエクスペリエンス
を提供する方法を示しています。API Gateway では、最大で数十万個の同時 API コールの受け入れ処理に
伴うすべてのタスクを取り扱います。これにはトラフィック管理、認証とアクセスコントロール、モニタ
リング、API バージョン管理が含まれます。
API Gateway は、例えば、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) で実行されているワークロー
ド、AWS Lambda で実行されているコード、ウェブアプリケーション、リアルタイム通信アプリケーショ
ンなど、アプリケーションがバックエンドサービスからデータ、ビジネスロジック、機能にアクセスする
ための「フロントドア」として機能します。

API Gateway の特徴
Amazon API Gateway には、次のような機能があります。
• ステートフル (WebSocket (p. 718)) およびステートレス (HTTP (p. 659) と REST (p. 192)) API の
サポート。
• AWS Identity and Access Management ポリシー、Lambda オーソライザー関数、Amazon Cognito ユー
ザープールなど、強力で柔軟な認証 (p. 225)メカニズム。
• API を発行するための開発者ポータル (p. 585)。
• 変更を安全に進めるための Canary リリースのデプロイ (p. 466)。
• API の使用状況と API の変更に関する CloudTrail (p. 827) ログ記録とモニタリング。
• アラームの設定機能を含む、CloudWatch アクセスのログ記録と実行のログ記録。詳細について
は、「the section called “CloudWatch メトリクス” (p. 638)」および「the section called “メトリク
ス” (p. 760)」を参照してください。
• AWS CloudFormation テンプレートを使用して API の作成を有効にする機能。詳細について
は、Amazon API Gateway Resource Types Reference および「Amazon API Gateway V2 リソースタイ
プのリファレンス」を参照してください。
• カスタムドメイン名 (p. 478)のサポート。
• 一般的なウェブの脆弱性から API を保護するための AWS WAF (p. 627) との統合。
• パフォーマンスのレイテンシーを理解し、対処順位を決定するための AWS X-Ray (p. 648) との統合。
API Gateway 機能のリリースの完全なリストについては、「ドキュメント履歴 (p. 853)」を参照してく
ださい。

2

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
API Gateway のユースケース

API Gateway のユースケース
トピック
• API Gateway を使用して REST API を作成する (p. 3)
• API Gateway を使用して HTTP API を作成する (p. 3)
• API Gateway を使用して WebSocket API を作成する (p. 4)
• API Gateway を使用するユーザー (p. 4)

API Gateway を使用して REST API を作成する
API Gateway REST API はリソースとメソッドで構成されます。リソースは、リソースパスを介してア
プリがアクセスできる論理エンティティを表します。メソッドは、API のユーザーによって送信される
REST API リクエストや、ユーザーに返るレスポンスに対応しています。
たとえば、/incomes はアプリユーザーの収益を表すリソースのパスです。リソースには、適切な HTTP
動詞 (GET、POST、PUT、PATCH、DELETE など) によって定義されるオペレーションを 1 つ以上含め
ることができます。リソースパスとオペレーションの組み合わせによって API のメソッドが識別されま
す。たとえば、POST /incomes メソッドで呼び出し元が得た収益を追加し、GET /expenses メソッド
で、呼び出し元によって報告済みの経費をクエリすることができます。
アプリがリクエストされたデータの保存先および取り込み先をバックエンドで把握する必要はありませ
ん。API Gateway REST API で、フロントエンドは、メソッドリクエストとメソッドレスポンスによって
カプセル化されます。API は統合リクエストと統合レスポンスを使用してバックエンドと連結します。
たとえば、DynamoDB をバックエンドとして使用した場合、API デベロッパーは、受信するメソッドリク
エストを選択されたバックエンドに転送するように統合リクエストを設定します。この設定には、適切な
DynamoDB アクションの仕様、IAM ロールとポリシー、および必要な入力データ変換などがあります。
バックエンドは、統合レスポンスとして API Gateway に結果を返します。
統合レスポンスをクライアントの (一定の HTTP ステータスコードの) 適切なメソッドレスポンスにルー
ティングするには、統合からメソッドまで必要なレスポンスパラメータをマッピングするように統合レス
ポンスを設定できます。その後、必要に応じて、バックエンドの出力データ形式をフロントエンドの出力
データ形式に変換します。API Gateway を使用することでペイロードのスキーマまたはモデルを定義し、
本文マッピングテンプレートを容易に設定できるようにします。
API Gateway は、次のような REST API 管理機能を提供します。
• OpenAPI に対する API Gateway 拡張を使用した SDK の生成と API ドキュメントの作成のサポート。
• HTTP リクエストのスロットリング

API Gateway を使用して HTTP API を作成する
HTTP API を使用すると、REST API よりも低いレイテンシーとコストで RESTful API を作成することが
できます。
HTTP API を使用して、AWS Lambda 関数、またはパブリックルーティングが可能なあらゆる HTTP エン
ドポイントにリクエストを送信できます。
たとえば、バックエンドの Lambda 関数と統合する HTTP API を作成できます。クライアントが API を呼
び出すと、API Gateway はリクエストを Lambda 関数に送信し、関数のレスポンスをクライアントに返し
ます。
HTTP API は、OpenID Connect および OAuth 2.0 認証をサポートしています。クロスオリジンリソース共
有 (CORS) と自動デプロイのサポートが組み込まれています。
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詳細については、「the section called “REST API と HTTP API 間で選択する ” (p. 9)」を参照してくだ
さい。

API Gateway を使用して WebSocket API を作成する
WebSocket API では、クライアントとサーバーの両方がいつでも相互にメッセージを送信できます。バッ
クエンドサーバーは接続されたユーザーとデバイスに簡単にデータをプッシュでき、複雑なポーリングメ
カニズムを実装する必要がありません。
例えば、API Gateway WebSocket API と AWS Lambda を使用してサーバーレスアプリケーションを構
築し、チャットルームで個人ユーザーまたはユーザーのグループとメッセージを送受信することができま
す。または、メッセージの内容に基づいて、AWS Lambda、Amazon Kinesis、または HTTP エンドポイン
トなどのバックエンドサービスを呼び出すこともできます。
API Gateway WebSocket API を使用して、安全なリアルタイムの通信アプリケーションを構築でき、接続
または大規模なデータ交換を管理するためにサーバーをプロビジョニングまたは管理する必要がありませ
ん。ターゲットを絞ったユースケースには、次のようなリアルタイムのアプリケーションが含まれます。
• チャットアプリケーション
• 株式相場表示などのリアルタイムのダッシュボード
• リアルタイムのアラートおよび通知
API Gateway は、次のような WebSocket API 管理機能を提供します。
• 接続とメッセージのモニタリングとスロットリング
• API からバックエンドサービスを通過するメッセージの AWS X-Ray を使用したトレース
• HTTP/HTTPS エンドポイントとの簡単な統合

API Gateway を使用するユーザー
API Gateway を使用するのは、API デベロッパーとアプリデベロッパーです。
API デベロッパーは API Gateway で必要な機能を使用できるようにするため、API を作成しデプロイしま
す。API デベロッパーは、API を所有する AWS アカウントの IAM ユーザーである必要があります。
アプリケーションデベロッパーは、API Gateway で API デベロッパーによって作成された WebSocket ま
たは REST API を呼び出して、AWS のサービスを呼び出すために機能するアプリケーションを構築しま
す。
アプリ開発者は、API 開発者の顧客です。アプリケーションデベロッパーに AWS アカウントは必要あり
ませんが、API に IAM 許可が必要ないか、Amazon Cognito ユーザープール ID フェデレーションによって
サポートされているサードパーティーのフェデレーテッド ID プロバイダー経由でのユーザー認証をサポー
トしていることが条件となります。そのような ID プロバイダーには、Amazon、Amazon Cognito ユー
ザープール、Facebook、Google などがあります。

API Gateway API の作成と管理
API デベロッパーは API 管理に API Gateway サービスコンポーネント (apigateway) を使用して、API を
作成、設定、およびデプロイします。
API デベロッパーとして、API を作成および管理するには、「API Gateway の開始方法 (p. 15)」の説明
に従って、API Gateway コンソールを使用するか、「API リファレンス (p. 840)」を呼び出します。API
を呼び出す方法には、複数の方法があります。これには、AWS Command Line Interface (AWS CLI) の使
用や AWS SDK の使用が含まれます。また、AWS CloudFormation テンプレートまたは OpenAPI への API
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Gateway 拡張機能の使用 (p. 771) (REST API および HTTP API の場合) を使用して、API を作成するこ
ともできます。
API Gateway を使用できるリージョン、および関連する管理サービスエンドポイントのリストについて
は、「Amazon API Gateway エンドポイントとクォータ」を参照してください。

API Gateway API の呼び出し
アプリデベロッパーは API の実行に execute-api というAPI Gateway サービスコンポーネントを使用
し、API Gateway で作成またはデプロイされた API を呼び出します。基礎となるプログラミングエンティ
ティは、作成された API によって公開されます。このような API を呼び出す方法はいくつかあります。詳
細については、「Amazon API Gateway での REST API の呼び出し (p. 416)」と「WebSocket API の呼
び出し (p. 750)」を参照してください。

API Gateway へのアクセス
Amazon API Gateway には、以下の方法でアクセスできます。
• AWS Management Console – AWS Management Console は、API を作成して管理するための
ウェブインターフェイスを提供します。「前提条件 (p. 13)」のステップを完了したら、https://
console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにアクセスできます。
• AWS SDK – AWS が SDK を提供しているプログラミング言語を使用している場合は、SDK を使用し
て API Gateway にアクセスできます。SDK によって認証が簡素化され、開発環境との統合が容易にな
り、API Gateway コマンドにアクセスすることができます。詳細については、Tools for Amazon Web
Services を参照してください。
• API Gateway V1 および V2 API – SDK に対応していないプログラミング言語を使用している場
合、Amazon API Gateway Version 1 API Reference と Amazon API Gateway Version 2 API Reference
を参照してください。
• AWS Command Line Interface – 詳細については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの
「AWS Command Line Interface でのセットアップ」を参照してください。
• AWS Tools for Windows PowerShell – 詳細については、AWS Tools for Windows PowerShell ユーザーガ
イドの「AWS Tools for Windows PowerShell のセットアップ」を参照してください。

AWS サーバーレスインフラストラクチャの一部
API Gateway は AWS Lambda と連携して、AWS サーバーレスインフラストラクチャのアプリケーション
向けの部分を形成します。
アプリケーションで一般的に利用可能な AWS のサービスを呼び出す場合は、Lambda を使用して必要な
サービスとやり取りし、API Gateway で API メソッドを使用して Lambda 関数を公開することができま
す。AWS Lambda は、可用性に優れたコンピューティングインフラストラクチャでコードを実行します。
また、必要に応じて、コンピューティングリソースを実行および管理します。サーバーレスアプリケー
ションを実現するため、API Gateway は AWS Lambda と HTTP エンドポイントによる合理化されたプロ
キシ統合 (p. 280)をサポートします。

Amazon API Gateway の使用を開始する方法
Amazon API Gateway の概要については、以下を参照してください。
• 開始方法 (p. 15)を参照してください。HTTP API を作成するための手順です。
• サーバーレスランド 、は説明のビデオです。
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Amazon API Gateway の概念
API Gateway
API Gateway は以下をサポートする AWS のサービスです。
• バックエンド HTTP エンドポイント、AWS Lambda 関数、または AWS のその他サービスを公開す
るための RESTful アプリケーションプログラミングインターフェイス (API) の作成、デプロイ、お
よび管理。
• AWS Lambda 関数、または AWS のその他サービスを公開するための WebSocket API の作成、デ
プロイ、および管理。
• フロントエンド HTTP および WebSocket エンドポイントによって公開された API メソッドの呼び
出し。
API Gateway REST API
バックエンド HTTP エンドポイント、Lambda 関数、または AWS のその他サービスを使用して統合
されているリソースおよびメソッドのコレクション。このコレクションは、1 つ以上のステージでデ
プロイできます。通常、API リソースはアプリケーションロジックに従ってリソースツリーで整理さ
れます。各 API リソースは、API Gateway でサポートされている一意の HTTP 動詞を持つ 1 つ以上の
API メソッドを公開できます。詳細については、「the section called “REST API と HTTP API 間で選
択する ” (p. 9)」を参照してください。
API Gateway HTTP API
バックエンド HTTP エンドポイントまたは Lambda 関数と統合されるルートとメソッドのコレクショ
ン。このコレクションは、1 つ以上のステージでデプロイできます。各ルートは、API Gateway でサ
ポートされている一意の HTTP 動詞を持つ 1 つ以上の API メソッドを公開できます。詳細について
は、「the section called “REST API と HTTP API 間で選択する ” (p. 9)」を参照してください。
API Gateway WebSocket API
バックエンド HTTP エンドポイント、Lambda 関数、または AWS のその他サービスを使用して統合
されている WebSocket ルートとルートキーのコレクション。このコレクションは、1 つ以上のステー
ジでデプロイできます。API メソッドは、登録されたカスタムドメイン名と関連付けることができる
フロントエンド WebSocket 接続を通じて呼び出されます。
API デプロイ
API Gateway API の特定時点のスナップショット。クライアントが使用できるようにするには、デプ
ロイが 1 つ以上の API ステージに関連付けられている必要があります。
API デベロッパー
API Gateway のデプロイを所有する AWS アカウント (プログラム的なアクセスもサポートするサービ
スプロバイダーなど)。
API エンドポイント
特定のリージョンにデプロイされる API Gateway の API のホスト名。ホスト名の形式は {apiid}.execute-api.{region}.amazonaws.comです。次のタイプの API エンドポイントがサポー
トされています。
• エッジ最適化 API エンドポイント (p. 7)
• プライベート API エンドポイント (p. 8)
• リージョン API エンドポイント (p. 8)
API キー
API Gateway が REST または WebSocket API を使用するアプリケーションデベロッパーを識
別するために使用する英数字の文字列。ユーザーに代わって API Gateway が API キーを生成す
ることも、CSV ファイルからインポートすることもできます。API キーを Lambda オーソライ
ザー (p. 251)または使用量プラン (p. 510)と一緒に使用して、API へのアクセスを制御します。
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「API エンドポイント (p. 6)」を参照してください。
API 所有者
API デベロッパー (p. 6)を参照してください。
API ステージ
API (例: 'dev'、'prod'、'beta'、'v2' など) のライフサイクル状態への論理的な参照。API ステージは API
ID とステージ名によって識別されます。
アプリケーションデベロッパー
AWS アカウントを持っているか持っていないアプリケーション作成者であり、API 開発者によってデ
プロイされた API を操作します。アプリケーション開発者は、顧客です。アプリケーション開発者は
通常、API キー (p. 6)によって識別されます。
コールバック URL
新しいクライアントに WebSocket 接続経由で接続するときは、API ゲートウェイで統合を呼び出し、
クライアントのコールバック URL を保存できます。次に、このコールバック URL を使用して、バッ
クエンドシステムからクライアントにメッセージを送信することができます。
デベロッパーポータル
お客様の顧客による API 製品 (API Gateway 使用量プラン) の登録、検出、サブスクライブ、API キー
の管理、API の使用状況メトリクスの表示を許可するアプリケーション。
エッジ最適化 API エンドポイント
主に AWS リージョン全体からのクライアントアクセスを容易にするために CloudFront ディストリ
ビューションを使用しながら、指定されたリージョンにデプロイされる API Gateway API のデフォル
トのホスト名。API リクエストは最寄りの CloudFront POP (Point of Presence) にルーティングされま
す。一般的にはこれによって地理的に分散したクライアントへの接続時間が改善します。
「API エンドポイント (p. 6)」を参照してください。
統合リクエスト
API Gateway の WebSocket API ルートまたは REST API メソッドの内部インターフェイス。このイ
ンターフェイスでは、ルートリクエストまたはパラメータの本文、およびメソッドリクエストの本文
を、バックエンドで必要な形式にマップします。
統合レスポンス
API Gateway の WebSocket API ルートまたは REST API メソッドの内部インターフェイス。このイ
ンターフェイスでは、バックエンドから受け取ったステータスコード、ヘッダー、ペイロードをクラ
イアントアプリに返されるレスポンス形式にマップします。
マッピングテンプレート
Velocity Template Language (VTL) のスクリプト。リクエスト本文をフロントエンドデータ形式から
バックエンドデータ形式に変換したり、レスポンス本文をバックエンドデータ形式からフロントエン
ドデータ形式に変換したりします。マッピングテンプレートは、統合リクエストまたは統合レスポン
スで指定できます。コンテキストおよびステージ変数として、実行時に利用できるデータを参照でき
ます。
このマッピングは、統合を通じてヘッダーまたは本文をそのままクライアントからリクエストのバッ
クエンドに渡す、単純なアイデンティティ転換とすることができます。レスポンスについても同じで
す。この場合、ペイロードはバックエンドからクライアントに渡されます。
メソッドリクエスト
API Gateway での API メソッドのパブリックインターフェイスであり、アプリケーションデベロッ
パーが API を介してバックエンドにアクセスするために送る必要のあるパラメータと本文が定義され
ています。

7

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
API Gateway の概念

メソッドレスポンス
REST API のパブリックインターフェイスであり、アプリケーションデベロッパーが API からのレス
ポンスに求めるステータスコード、ヘッダー、本文モデルが定義されています。
Mock 統合
モック統合では、API のレスポンスは統合バックエンドを必要とすることなく、API Gateway から直
接生成されます。API デベロッパーは、API Gateway がモック統合リクエストにどのように応答する
かを決定します。そのため、特定のステータスコードとレスポンスを関連付ける、メソッドの統合リ
クエストと統合レスポンスを設定します。
モデル
リクエストまたはレスポンスペイロードのデータ構造を指定するデータスキーマ。API の厳密に型指
定された SDK を生成するために、モデルが必要です。また、ペイロードの検証にも使用されます。モ
デルは、サンプルマッピングテンプレートを生成して本稼働マッピングテンプレートの作成を開始す
るうえで役立ちます。このモデルは有益ですが、マッピングテンプレートを作成するうえで必須では
ありません。
プライベート API
「プライベート API エンドポイント (p. 8)」を参照してください。
プライベート API エンドポイント
インターフェイス VPC エンドポイントを介して公開された API エンドポイント。これにより、クラ
イアントは VPC 内部で安全にプライベート API リソースにアクセスすることができます。プライ
ベート API はパブリックインターネットからは分離されており、アクセス権限を付与されている API
Gateway の VPC エンドポイントを使用してのみアクセスできます。
プライベート統合
クライアントが、リソースをパブリックインターネットに公開することなく、プライベート REST
API エンドポイントを介してお客様の VPC 内のリソースにアクセスする、API Gateway の統合タイプ
です。
プロキシ統合
単純化された API Gateway 統合設定。HTTP プロキシ統合または Lambda プロキシ統合としてプロキ
シ統合を設定できます。
HTTP プロキシ統合の場合、API Gateway はフロントエンドと HTTP バックエンド間のリクエストと
レスポンスの全体を渡します。Lambda プロキシ統合の場合、API Gateway はリクエスト全体をバッ
クエンド Lambda 関数に入力として送信します。API Gateway は、その後、Lambda 関数の出力をフ
ロントエンドの HTTP レスポンスに変換します。
REST API でのプロキシ統合は、プロキシリソースとともに最もよく使用されます。プロキシリソー
スは、greedy パス変数 ({proxy+} など) とキャッチオールの ANY メソッドの組み合わせによって表
されます。
クイック作成
クイック作成を使用すると、HTTP API の作成を簡素化できます。クイック作成は、Lambda または
HTTP 統合、デフォルトのキャッチオールルート、および変更を自動的にデプロイするように設定さ
れたデフォルトステージを持つ API を作成します。詳細については、「the section called “AWS CLI
を使用して HTTP API を作成する” (p. 660)」を参照してください。
リージョン API エンドポイント
指定されたリージョンにデプロイされ、同じ AWS リージョン内の EC2 インスタンスなどのクライア
ントに対応する目的である API のホスト名。API リクエストは、CloudFront ディストリビューション
を経由せず、リージョン固有の API Gateway API を直接ターゲットとします。リージョン内のリクエ
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ストについては、リージョンエンドポイントは、CloudFront ディストリビューションへの不要なラウ
ンドトリップをバイパスします。
さらに、レイテンシーに基づくルーティングをリージョン別エンドポイントに適用して、同じリー
ジョン別 API エンドポイント設定を使用して、同じカスタムドメイン名をデプロイされた各 API に設
定し、さらにレイテンシーに基づく DNS レコードを Route 53 に設定してクライアントリクエストを
レイテンシーが最も低いリージョンにルーティングして API を複数のリージョンにデプロイすること
ができます。
「API エンドポイント (p. 6)」を参照してください。
ルート
API Gateway の WebSocket ルートは、メッセージの内容に基づいて、受信メッセージを AWS
Lambda 関数などの特定の統合に転送するために使用されます。WebSocket API を定義するときは、
ルートキーおよび統合バックエンドを指定します。ルートキーはメッセージの本文中にある属性で
す。受信メッセージでルートキーが一致した場合、統合バックエンドが呼び出されます。
デフォルトのルートは、一致しないルートキーに対して設定したり、ルーティングを実行してリクエ
ストを処理するバックエンドコンポーネントにそのままメッセージを渡すプロキシモデルを指定した
りできます。
ルートリクエスト
API Gateway での WebSocket API メソッドのパブリックインターフェイスであり、アプリケーショ
ンデベロッパーが API を介してバックエンドにアクセスするためにリクエストで送る必要のある本文
が定義されています。
ルートレスポンス
WebSocket API のパブリックインターフェイスであり、アプリケーションデベロッパーが API
Gateway に求めるステータスコード、ヘッダー、本文モデルが定義されています。
使用量プラン
使用量プラン (p. 510)により、選択した API クライアントは、1 つ以上のデプロイされた REST API
または WebSocket API にアクセスできます。使用料プランを使用して、スロットリングとクォータ制
限を設定できます。これらは、個々のクライアント API キーに適用されます。
WebSocket 接続
API Gateway は、クライアントと API Gateway 自体の間の永続的な接続を維持します。API Gateway
と Lambda 関数などのバックエンド統合の間には永続的な接続はありません。バックエンドサービス
は、クライアントから受信したメッセージの内容に基づいて、必要に応じて呼び出されます。

REST API と HTTP API 間で選択する
REST API と HTTP API は、いずれも RESTful API 製品です。REST API は HTTP API よりも多くの機能
をサポートしていますが、HTTP API は低価格で提供できるように最小限の機能で設計されています。API
キー、クライアントごとのスロットリング、リクエストの検証、AWS WAF の統合、プライベート API エ
ンドポイントなどの機能が必要な場合は、REST API を選択します。REST API に含まれる機能が必要な
い場合は、HTTP API を選択します。
次のセクションは、REST API および HTTP API で使用できるコア機能をまとめたものです。

[Endpoint type] (エンドポイントタイプ)
エンドポイントタイプは、API Gateway が API 用に作成するエンドポイントを指します。詳細について
は、「the section called “API エンドポイントタイプを選択する” (p. 193)」を参照してください。
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エンドポイントタイプ

REST API

エッジ最適化 (p. 193)

✓

リージョン別 (p. 193)

✓

プライベート (p. 194)

✓

HTTP API

✓

セキュリティ
API Gateway は、悪意のあるアクターやトラフィックの急増など、特定の脅威から API を保護するさま
ざまな方法を提供します。詳細については、「the section called “保護” (p. 596)」および「the section
called “保護” (p. 702)」を参照してください。
セキュリティ機能

REST API

HTTP API

相互 TLS 認証 (p. 596)

✓ (p. 596)

✓ (p. 703)

バックエンド認証用の証明
書 (p. 600)

✓

AWS WAF (p. 627)

✓

承認
API Gateway は API へのアクセスを制御し管理する複数のメカニズムをサポートしています。詳細につい
ては、「the section called “アクセスコントロール” (p. 225)」および「the section called “アクセスコント
ロール” (p. 662)」を参照してください。
認証オプション

REST API

HTTP API

IAM (p. 243)

✓ (p. 243)

✓ (p. 670)

リソースポリシー (p. 226)

✓

Amazon Cognito (p. 268)

✓

✓

AWS Lambda 関数を使用したカ
スタム認証 (p. 251)

✓ (p. 251)

✓ (p. 662)

JSON ウェブトークン
2
(JWT) (p. 669)

1

✓

1

Amazon Cognito は JWT オーソライザー (p. 669)と共に使用できます。

2

Lambda 認証 (p. 251) を使用して、REST API の JWT を検証できます。

API 管理
API キーやクライアントごとのレート制限などの API 管理機能が必要な場合は、REST API を選択しま
す。詳細については、「the section called “配布” (p. 510)」、「the section called “カスタムドメイン
名” (p. 478)」、および「the section called “カスタムドメイン名” (p. 698)」を参照してください。
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開発

機能

REST API

HTTP API

カスタムドメイン (p. 478)

✓ (p. 478)

✓ (p. 698)

API キー (p. 510)

✓

クライアントごとのレート制
限 (p. 629)

✓

クライアントごとの使用量調
整 (p. 510)

✓

開発
API Gateway API の開発中、API の特性をいくつか決定することになります。これらの特性は API の
ユースケースによって異なります。詳細については、「the section called “開発” (p. 192)」および「the
section called “開発” (p. 659)」を参照してください。
機能

REST API

HTTP API

CORS の設定 (p. 385)

✓ (p. 385)

✓ (p. 684)

テスト呼び出し (p. 416)

✓

キャッシュ (p. 500)

✓

ユーザー制御のデプロ
イ (p. 448)

✓ (p. 448)

自動デプロイ (p. 696)

✓ (p. 696)
✓

カスタムゲートウェイレスポン
ス (p. 378)

✓

Canary リリースのデプロ
イ (p. 466)

✓

リクエストの検証 (p. 318)

✓

リクエストパラメータ変
換 (p. 331)

✓ (p. 331)

リクエスト本文変換 (p. 331)

✓

✓ (p. 685)

モニタリング
API Gateway は、API リクエストをログに記録し、API をモニタリングするためのいくつかのオプショ
ンをサポートしています。詳細については、「the section called “監視” (p. 637)」および「the section
called “監視” (p. 707)」を参照してください。
特徴

REST API

HTTP API

Amazon CloudWatch メトリク
ス (p. 638)

✓ (p. 638)

✓ (p. 707)

11

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
統合

特徴

REST API

HTTP API

CloudWatch Logs へのアクセス
ログ (p. 644)

✓ (p. 644)

✓ (p. 709)

Amazon Kinesis Data Firehose
へのアクセスログ (p. 647)

✓

実行ログ (p. 644)

✓

AWS X-Ray トレース (p. 648)

✓

統合
統合により、API Gateway API がバックエンドリソースに接続されます。詳細については、「the section
called “統合” (p. 276)」および「the section called “統合” (p. 671)」を参照してください。
特徴

REST API

HTTP API

パブリック HTTP エンドポイン
ト (p. 303)

✓ (p. 303)

✓ (p. 675)

AWS のサービス (p. 279)

✓ (p. 279)

✓ (p. 675)

AWS Lambda 関数 (p. 284)

✓ (p. 284)

✓ (p. 671)

Network Load Balancer とのプラ
イベート統合 (p. 308)

✓ (p. 308)

✓ (p. 681)

Application Load Balancer とのプ
ライベート統合 (p. 681)

✓

AWS Cloud Map とのプライベー
ト統合 (p. 681)

✓

Mock 統合 (p. 315)

✓
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AWS アカウントにサインアップする

API Gateway の開始方法の前提条件
Amazon API Gateway を初めて使用する場合は、事前に以下のタスクを実行してください。

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

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 ルートユーザーが作成されます。ルート
ユーザーには、AWS のサービスアカウントのすべて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ます。

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ら、日常的なタスクにルートユーザーを使用しないように、管理
ユーザーを作成します。

AWS アカウント ルートユーザーを保護する
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ログ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では、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。
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管理ユーザーとしてサインインする
•

IAM Identity Center ユーザーとしてサインインするには、IAM Identity Center ユーザーの作成時に E
メールアドレスに送信されたサインイン URL を使用します。
IAM Identity Center ユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザー
ガイドの「AWS アクセスポータルにサインインする」を参照してください。
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ステップ 1: Lambda 関数を作成する

API Gateway の開始方法
この入門エクササイズでは、サーバーレス API を作成します。サーバーレス API を使用すると、サーバー
のプロビジョニングや管理に時間をとられる事なく、アプリケーションに集中することができます。この
エクササイズの所要時間は 20 分未満で、AWS の無料利用枠内で実行できます。
はじめに、AWS Lambda コンソールを使用して Lambda 関数を作成します。次に、API Gateway コン
ソールを使用して HTTP API を作成します。次に、API を呼び出します。

Note
この演習では、簡略性の目的で HTTP API を使用します。API Gateway は、より多くの機能を含
む REST API もサポートしています。詳細については、「the section called “REST API と HTTP
API 間で選択する ” (p. 9)」を参照してください。
HTTP API を呼び出すと、API Gateway はリクエストを Lambda 関数にルーティングします。Lambda は
Lambda 関数を実行し、API Gateway に応答を返します。それから API Gateway はレスポンスを返しま
す。

このエクササイズを完了するには、AWS アカウントと、コンソールへのアクセス権がある AWS Identity
and Access Management ユーザーが必要です。詳細については、「前提条件 (p. 13)」を参照してくださ
い。
トピック
• ステップ 1: Lambda 関数を作成する (p. 15)
• ステップ 2: HTTP API を作成する (p. 16)
• ステップ 3: API をテストする (p. 16)
• （オプション）ステップ 4: クリーンアップする (p. 17)
• 次のステップ (p. 18)

ステップ 1: Lambda 関数を作成する
API のバックエンドには Lambda 関数を使用します。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あた
り数個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。
この例では、Lambda コンソールから既定の Node.js 関数を使用します。

Lambda 関数を作成するには
1.
2.

Lambda コンソール (https://console.aws.amazon.com/lambda/) にサインインします。
[関数の作成] を選択します。
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3.

[関数名] に「my-function」と入力します。

4.

[関数の作成] を選択します。

この例の関数は、クライアントへの応答200とテキストHello from Lambda!を返します 。
関数の応答が API Gateway が必要とする形式 (p. 674)と一致している限り、Lambda 関数を変更できま
す。
デフォルトの Lambda 関数コードは、次のようになります。
exports.handler = async (event) => {
const response = {
statusCode: 200,
body: JSON.stringify('Hello from Lambda!'),
};
return response;
};

ステップ 2: HTTP API を作成する
次に、HTTP API を作成します。API Gateway は、REST API と WebSocket API もサポートしますが、こ
のエクササイズでは HTTP API が最適です。REST API は HTTP API よりも多くの機能をサポートします
が、この演習では、これらの機能は必要ありません。HTTP API は低価格で提供できるように最小限の機
能で設計されています。WebSocket API は、全二重通信のためにクライアントとの持続的接続を維持しま
す。この例では必須ではありません。
HTTP API は、Lambda 関数の HTTP エンドポイントを提供します。API Gateway は Lambda 関数にリク
エストをルーティングし、関数の応答をクライアントに返します。

HTTP API を作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

次のいずれかを行ってください。
•
最初の API を作成するには、[ HTTP API ] で [ 構築 ] を選択します。
•
以前に API を作成した場合は、[ API の作成 ] を選択し、[ HTTP API ] の [構築] を選択します。

3.
4.

[ 統合 ] で、[ 統合の追加 ] を選択します。
Lambda を選択します。

5.

[Lambda 関数] に「my-function」と入力します。

6.

[API 名] に「my-http-api」と入力します。

7.
8.
9.

[Next (次へ)] を選択します。
API Gateway が作成したルートを確認し、[ 次へ ] を選択します。
API Gateway によって作成されるステージを確認し 、[ Next ] を選択します。

10. [Create] を選択します。
これで、クライアントからのリクエストを受信できる Lambda 統合で HTTP API を作成しました。

ステップ 3: API をテストする
次に、API をテストして作動していることを確認します。シンプルにテストをするため、ウェブブラウザ
を使用して API を呼び出します。
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（オプション）ステップ 4: クリーンアップする

API をテストするために
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

API を選択します。

3.

API の呼び出し URL を書き留めます。

4.

API の呼び出し URL をコピーし、Web ブラウザーに入力します。呼び出し URL に Lambda 関数の名
前を追加して、Lambda 関数を呼び出します。デフォルトでは、API Gateway コンソールは Lambda
関数my-functionと同じ名前のルートを作成します。
URL は次のようになります。https://abcdef123.execute-api.useast-2.amazonaws.com/my-function
ブラウザが API にGETリクエストを送信します。

5.

API の応答を確認します。ブラウザにテキスト"Hello from Lambda!"が表示されるはずです。

（オプション）ステップ 4: クリーンアップする
不要なコストを回避するには、このエクササイズで作成したリソースを削除します。次の手順では、HTTP
API、Lambda 関数、および関連リソースを削除します。

HTTP API を削除するには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

[ API ] ページで、API を選択します。[ Actions] を選択して、[Delete] を選択します。

3.

[削除] を選択します。

Lambda 関数を削除するには
1.

Lambda コンソール (https://console.aws.amazon.com/lambda/) にサインインします。
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次のステップ

2.

[ 関数 ] ページで、関数を選択します。[ Actions] を選択して、[Delete] を選択します。

3.

[削除] を選択します。

Lambda 関数のロググループを削除するには
1.

Amazon CloudWatch コンソールで、[ ロググループページ]を開きます。

2.

[ロググループ] ページで、関数のロググループ (/aws/lambda/my-function) を選択します。
[Actions] (アクション) を選択してから、[Delete log group] (ロググループの削除) を選択します。

3.

[削除] を選択します。

Lambda 関数の実行ロールを削除するには
1.
2.

AWS Identity and Access Management コンソールの [Roles] (ロール) ページを開きます。

3.
4.

[ロールの削除] を選択します。
[はい、削除します] を選択します。

関数のロールを選択します (例: my-function-31exxmpl)。

AWS CloudFormation または AWS SAM を使用して、AWS リソースの作成とクリーンアップを自動化で
きます。AWS CloudFormation テンプレートの例については、「サンプル AWS CloudFormation テンプ
レート」を参照してください。

次のステップ
この例では、AWS Management Console を使用してシンプルな HTTP API を作成しました。HTTP API は
Lambda 関数を呼び出し、クライアントに応答を返します。
API Gateway の使用を続けたまま、次のステップに進んでください。
• 以下を含む API 統合の追加のタイプを設定する (p. 671)
• HTTP エンドポイント (p. 675)
• VPC 内のプライベートリソース（Amazon ECS サービスなど） (p. 681)
• Amazon Simple Queue Service、AWS Step Functions、Kinesis Data Streams などの AWS サービス
(p. 675)
• API へのアクセスを制御します。 (p. 662)
• API のログの有効化 (p. 709)
• API のスロットリングを設定する (p. 702)
• カスタムドメインを作成して設定する (p. 698)
コミュニティから Amazon API Gateway に関するヘルプを参照するには、API Gateway Discussion Forum
を参照してください。このフォーラムにアクセスするには、AWS へのサインインが必要になることがあり
ます。
AWS から直接 API Gateway のサポートを得るには、AWS Support ページでサポートオプションを参照し
てください。
また、よくある質問 (FAQ) を参照したり、直接お問い合わせいただくこともできます。

18

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
REST API チュートリアル

Amazon API Gateway のチュートリ
アルとワークショップ
以下のチュートリアルとワークショップでは実践的な演習を提供し、API Gateway の学習に役立ちます。

REST API チュートリアル
• Lambda 統合で API Gateway REST API を構築する (p. 20)
• チュートリアル: サンプルをインポートして REST API を作成する (p. 36)
• HTTP 統合で API Gateway REST API をビルドする (p. 44)
• チュートリアル: API Gateway のプライベート統合を使用して REST API をビルドする (p. 79)
• チュートリアル: AWS 統合を使用して API Gateway REST API を構築する (p. 81)
• チュートリアル: 2 つの Calc のサービス統合と 1 つの Lambda 非プロキシ統合を使用して AWS REST
API を作成する (p. 86)
• チュートリアル: API Gateway で REST API を Amazon S3 のプロキシとして作成する (p. 105)
• チュートリアル: API Gateway で REST API を Amazon Kinesis のプロキシとして作成する (p. 131)
• チュートリアル: プライベート REST API の構築 (p. 170)

HTTP API チュートリアル
• チュートリアル: Lambda と DynamoDB を使用した CRUD API の構築 (p. 175)
• チュートリアル: Amazon ECS サービスへのプライベート統合を使用した HTTP API の構築 (p. 182)

WebSocket API のチュートリアル
• チュートリアル: WebSocket API、Lambda、DynamoDB を使用したサーバーレスチャットアプリケー
ションの構築 (p. 187)

ワークショップ
• サーバーレスのウェブアプリケーションの構築
• サーバーレスアプリケーションの CI/CD
• サーバレスセキュリティワークショップ
• サーバーレス ID 管理、認証、承認

Amazon API Gateway REST API チュートリアル
以下のチュートリアルでは API Gateway REST API の学習に役立つ実践的な演習を提供します。
トピック
• Lambda 統合で API Gateway REST API を構築する (p. 20)
• チュートリアル: サンプルをインポートして REST API を作成する (p. 36)
• HTTP 統合で API Gateway REST API をビルドする (p. 44)
• チュートリアル: API Gateway のプライベート統合を使用して REST API をビルドする (p. 79)
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• チュートリアル: AWS 統合を使用して API Gateway REST API を構築する (p. 81)
• チュートリアル: 2 つの Calc のサービス統合と 1 つの Lambda 非プロキシ統合を使用して AWS REST
API を作成する (p. 86)
• チュートリアル: API Gateway で REST API を Amazon S3 のプロキシとして作成する (p. 105)
• チュートリアル: API Gateway で REST API を Amazon Kinesis のプロキシとして作成する (p. 131)
• チュートリアル: プライベート REST API の構築 (p. 170)

Lambda 統合で API Gateway REST API を構築する
Lambda 統合を使用して API を構築するには、Lambda プロキシ統合または Lambda 非プロキシ統合を使
用できます。
Lambda プロキシ統合では、統合された Lambda 関数への入力は、リクエストヘッダー、パス変数、クエ
リ文字列パラメータ、および本文の任意の組み合わせとして表現されます。さらに、Lambda 関数は API
構成設定を使用してその実行ロジックに影響を与えられます。API デベロッパーにとっては、Lambda プ
ロキシ統合のセットアップは簡単です。特定の Lambda 関数を指定したリージョンで選択する以外は、ほ
とんどすることはありません。API Gateway により統合リクエストおよび統合レスポンスが自動で設定さ
れます。一度セットアップすれば、統合された API メソッド既存の設定を変更することなくバックエンド
で進化します。これが可能であるのは、バックエンド Lambda 関数のデベロッパーが受信リクエストデー
タを解析し、何も問題がない場合は必要な結果でクライアントに応答し、何か問題がある場合はエラー
メッセージで応答するためです。
Lambda 非プロキシ統合では、Lambda 関数への入力が統合リクエストペイロードとして指定されている
ことを確認する必要があります。これは、API デベロッパーであるあなたが、クライアントで指定した入
力データをリクエストパラメータとして適切な統合リクエストボディにマッピングする必要があることを
暗示しています。また、クライアントで指定したリクエストボディを Lambda 関数が認識する形式に変換
する必要がある場合もあります。
トピック
• チュートリアル: Lambda プロキシ統合を使用した Hello World REST API の構築 (p. 20)
• チュートリアル:クロスアカウント Lambda プロキシ統合を使用して API Gateway REST API をビルド
する (p. 25)
• チュートリアル: Lambda 非プロキシ統合を使用して API Gateway REST API をビルドする (p. 27)

チュートリアル: Lambda プロキシ統合を使用した Hello World
REST API の構築
Lambda プロキシ統合 (p. 285)は、軽量で柔軟な API Gateway API 統合タイプであり、これを使用する
と、API メソッドまたは API 全体を Lambda 関数と統合できます。Lambda 関数は、Lambda がサポート
する任意の言語で記述できます。これはプロキシ統合であるため、API を再デプロイする必要がなく、い
つでも Lambda 関数の実装を変更できます。
このチュートリアルでは、以下の作業を行います。
• 「Hello, World!」 Lambda 関数を API のバックエンドにします。
• 「Hello, World!」 Lambda プロキシ統合による API。
トピック
• 「Hello, World!」 Lambda 関数 (p. 21)
• 「Hello, World!」 API (p. 22)
• API をデプロイしてテストする (p. 23)
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「Hello, World!」 Lambda 関数
この関数は、次の形式で JSON オブジェクトとして発信者に挨拶を返します。
{
}

"greeting": "Good {time}, {name} of {city}.[ Happy {day}!]"

「Hello, World!」 Lambda コンソールで Lambda 関数を作成します。
1.

Lambda コンソール (https://console.aws.amazon.com/lambda/) にサインインします。

2.

AWS ナビゲーションバーで、[region (リージョン)] を選択します (米国東部 (バージニア北部) など)。

Note

3.

Lambda 関数を作成したリージョンを書き留めます。これは、API を作成するときに必要に
なります。
ナビゲーションペインで、[関数] を選択します。

4.

[関数の作成] を選択します。

5.

[Author from scratch] を選択します。

6.

[基本的な情報] で、以下の作業を行います。
a.
b.
c.
d.
e.
f.

7.

[関数名] に GetStartedLambdaProxyIntegration と入力します。
[ランタイム] ドロップダウンリストから、サポートされている Node.js ランタイムを選択しま
す。
[Permissions (アクセス許可)] で、[実行ロールの選択または作成] を選択します。[Execution role]
(実行ロール) ドロップダウンリストから、[Create new role from AWS policy templates] (AWS ポ
リシーテンプレートから新しいロールを作成) を選択します。
[ロール名] に GetStartedLambdaBasicExecutionRole と入力します。
[Policy templates] フィールドは空白のままにします。
[関数の作成] を選択します。

インラインコードエディタの [Function code (関数コード)] に､以下のコードをコピーして貼り付けま
す｡
'use strict';
console.log('Loading hello world function');
exports.handler = async (event) => {
let name = "you";
let city = 'World';
let time = 'day';
let day = '';
let responseCode = 200;
console.log("request: " + JSON.stringify(event));
if (event.queryStringParameters && event.queryStringParameters.name) {
console.log("Received name: " + event.queryStringParameters.name);
name = event.queryStringParameters.name;
}
if (event.queryStringParameters && event.queryStringParameters.city) {
console.log("Received city: " + event.queryStringParameters.city);
city = event.queryStringParameters.city;
}
if (event.headers && event.headers['day']) {
console.log("Received day: " + event.headers.day);
day = event.headers.day;
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}
if (event.body) {
let body = JSON.parse(event.body)
if (body.time)
time = body.time;
}
let greeting = `Good ${time}, ${name} of ${city}.`;
if (day) greeting += ` Happy ${day}!`;
let responseBody = {
message: greeting,
input: event
};

};

8.

// The output from a Lambda proxy integration must be
// in the following JSON object. The 'headers' property
// is for custom response headers in addition to standard
// ones. The 'body' property must be a JSON string. For
// base64-encoded payload, you must also set the 'isBase64Encoded'
// property to 'true'.
let response = {
statusCode: responseCode,
headers: {
"x-custom-header" : "my custom header value"
},
body: JSON.stringify(responseBody)
};
console.log("response: " + JSON.stringify(response))
return response;

[デプロイ] を選択します。

「Hello, World!」 API
ここで、「Hello, World!」に API を作成します。API Gateway コンソールを使用して Lambda 関数を実行
します。

「Hello, World!」API を API
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

API Gateway を初めて使用する場合は、サービスの特徴を紹介するページが表示されます。[REST
API] で、[構築] を選択します。[Create Example API (サンプル API の作成)] がポップアップ表示され
たら、[OK] を選択します。
API Gateway を使用するのが初めてではない場合、[API の作成] を選択します。[REST API] で、[構
築] を選択します。

3.

以下の手順で空の API を作成します。
a.

[Create new API (新しい API の作成)] で、[New API (新しい API)] を選択します。

b.

[Settings (設定)] で以下のように設定します。
• [API 名] に「LambdaSimpleProxy」と入力します。
• 必要に応じて、[Description (説明)] フィールドに説明を入力します。それ以外の場合は空のま
まにします。
• [Endpoint Type (エンドポイントタイプ)] を [Regional (リージョン別)] に設定したままにしま
す。

c.

[Create API] を選択します。
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4.

5.

helloworld リソースを以下のように作成します。
a.

[Resources (リソース)] ツリーのルートリソース (/) を選択します。

b.

[Actions (アクション)] ドロップダウンメニューから [Create Resource (リソースの作成)] を選択
します。

c.

[Configure as proxy resource (プロキシリソースとして設定)] チェックボックスはオフのままにし
ます。

d.

[Resource Name (リソース名)] に helloworld と入力します。

e.

[Resource Path (リソースパス)] を [/helloworld] に設定したままにします。

f.

[Enable API Gateway CORS (API Gateway CORS を有効にする)] チェックボックスはオフのまま
にします。

g.

[リソースの作成] を選択します。

プロキシ統合では、任意の HTTP メソッドを表すすべての ANY メソッドをキャッチオールがらリク
エスト全体がそのままバックエンド Lambda 関数に送信されます。実際の HTTP メソッドは、実行
時にクライアントによって指定されます。ANY メソッドでは、単一の API メソッドのセットアップ
を DELETE、GET、HEAD、OPTIONS、PATCH、POST および PUT のサポートされるすべての HTTP メ
ソッドに使用できます。
ANY メソッドを設定するには、次の操作を行います。
a.

[Resources (リソース)] リストで、[/helloworld] を選択します。

b.

[アクション] メニューから、[メソッドの作成] を選択します。

c.

ドロップダウンメニューから [ANY] を選択し、チェックマークアイコンを選択します。

d.

[Integration type (統合タイプ)] を [Lambda Function (Lambda 関数)] に設定したままにします。

e.

[Use Lambda Proxy integration (Lambda プロキシ統合の使用)] を選択します。

f.

[Lambda Region (Lambda リージョン)] ドロップダウンメニューか
ら、GetStartedLambdaProxyIntegration Lambda 関数を作成したリージョンを選択しま
す。

g.

[Lambda Function (Lambda 関数)] フィールドに任意の文字を入力し、ドロップダウンメニューか
ら [GetStartedLambdaProxyIntegration] を選択します。

h.

[デフォルトタイムアウトの使用] チェックボックスをオンのままにしておきます。

i.

[保存] を選択します。

j.

[Add Permission to Lambda Function (Lambda 関数に権限を追加する)] のプロンプトが表示され
たら、[OK] を選択します。

API をデプロイしてテストする
API Gateway コンソールでの API のデプロイ
1.

[アクション] ドロップダウンメニューから [API のデプロイ] を選択します。

2.

[デプロイされるステージ] で、[新しいステージ] を選択します。

3.

[Stage name (ステージ名)] に test と入力します。

4.

必要に応じて、[Stage description (ステージの説明)] に入力してください。

5.

必要に応じて、[Deployment description (デプロイの説明)] に入力してください。

6.

[デプロイ] を選択します。

7.

API の [Invoke URL (URL の呼び出し)] をメモしておきます。

ブラウザと cURL を使用して Lambda プロキシ統合で API をテストする
API をテストするためにブラウザまたは cURL を使用できます。
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クエリ文字列パラメータのみを使用して GET リクエストをテストするには、API の helloworld リソー
スの URL をブラウザのアドレスバーに入力します。たとえば、「https://r275xc9bmd.execute-api.useast-1.amazonaws.com/test/helloworld?name=John&city=Seattle」と入力します。
それ以外のメソッドの場合は、POSTMAN や cURL などの高度な REST API テストユーティリティを使用
する必要があります。このチュートリアルでは cURL を使用します。以下の cURL コマンドの例は、cURL
がコンピュータにインストールされていることを前提としています。

cURL を使用してデプロイされた API をテストするには
1.
2.

ターミナルウィンドウを開きます。
次の cURL コマンドをコピーしてターミナルウィンドウに貼り付け、r275xc9bmd を API の API ID
に、us-east-1 を API がデプロイされているリージョンに置き換えます。
curl -v -X POST \
'https://r275xc9bmd.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/test/helloworld?
name=John&city=Seattle' \
-H 'content-type: application/json' \
-H 'day: Thursday' \
-d '{ "time": "evening" }'

Note
Windows でコマンドを実行している場合は、代わりに次の構文を使用してください。
curl -v -X POST "https://r275xc9bmd.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/test/
helloworld?name=John&city=Seattle" -H "content-type: application/json" -H "day:
Thursday" -d "{ \"time\": \"evening\" }"

以下のようなペイロードで正常なレスポンスを受け取ります。
{

"message":"Good evening, John of Seattle. Happy Thursday!",
"input":{
"resource":"/helloworld",
"path":"/helloworld",
"httpMethod":"POST",
"headers":{"Accept":"*/*",
"content-type":"application/json",
"day":"Thursday",
"Host":"r275xc9bmd.execute-api.us-east-1.amazonaws.com",
"User-Agent":"curl/7.64.0",
"X-Amzn-Trace-Id":"Root=1-1a2b3c4d-a1b2c3d4e5f6a1b2c3d4e5f6",
"X-Forwarded-For":"72.21.198.64",
"X-Forwarded-Port":"443",
"X-Forwarded-Proto":"https"},
"multiValueHeaders":{"Accept":["*/*"],
"content-type":["application/json"],
"day":["Thursday"],
"Host":["r275xc9bmd.execute-api.us-east-1.amazonaws.com"],
"User-Agent":["curl/0.0.0"],
"X-Amzn-Trace-Id":["Root=1-1a2b3c4d-a1b2c3d4e5f6a1b2c3d4e5f6"],
"X-Forwarded-For":["11.22.333.44"],
"X-Forwarded-Port":["443"],
"X-Forwarded-Proto":["https"]},
"queryStringParameters":{"city":"Seattle",
"name":"John"
},
"multiValueQueryStringParameters":{
"city":["Seattle"],
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}

"name":["John"]
},
"pathParameters":null,
"stageVariables":null,
"requestContext":{
"resourceId":"3htbry",
"resourcePath":"/helloworld",
"httpMethod":"POST",
"extendedRequestId":"a1b2c3d4e5f6g7h=",
"requestTime":"20/Mar/2019:20:38:30 +0000",
"path":"/test/helloworld",
"accountId":"123456789012",
"protocol":"HTTP/1.1",
"stage":"test",
"domainPrefix":"r275xc9bmd",
"requestTimeEpoch":1553114310423,
"requestId":"test-invoke-request",
"identity":{"cognitoIdentityPoolId":null,
"accountId":null,
"cognitoIdentityId":null,
"caller":null,
"sourceIp":"test-invoke-source-ip",
"accessKey":null,
"cognitoAuthenticationType":null,
"cognitoAuthenticationProvider":null,
"userArn":null,
"userAgent":"curl/0.0.0","user":null
},
"domainName":"r275xc9bmd.execute-api.us-east-1.amazonaws.com",
"apiId":"r275xc9bmd"
},
"body":"{ \"time\": \"evening\" }",
"isBase64Encoded":false
}

前述のメソッドリクエストで POST から PUT に変更した場合も同じレスポンスを受け取ります。
GET メソッドをテストするには、次の cURL コマンドをコピーしてターミナルウィンドウに貼り付
け、r275xc9bmd を API の API ID に、us-east-1 を API がデプロイされているリージョンに置き換え
ます。
curl -X GET \
'https://r275xc9bmd.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/test/helloworld?
name=John&city=Seattle' \
-H 'content-type: application/json' \
-H 'day: Thursday'

POST リクエストにペイロードが含まれていないことを除けば、前の GET リクエストの結果と同様のレス
ポンスが得られます。したがって、body パラメータは null になります。

チュートリアル:クロスアカウント Lambda プロキシ統合を使用
して API Gateway REST API をビルドする
AWS Lambda 関数は、API 統合バックエンドとして、別の AWS アカウントから使用できるようになりま
した。各アカウントは、Amazon API Gateway を利用できるリージョンであればどのリージョンでもかま
いません。これにより、複数の API 間で簡単に集中管理して、Lambda バックエンド関数を共有できるよ
うになります。
このセクションでは、Amazon API Gateway コンソールを使用してクロスアカウント Lambda プロキシ統
合を設定する方法を示します。
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まず、あるアカウントで the section called “チュートリアル: サンプルをインポートして REST API を作成
する” (p. 36) からサンプル API を作成します。次に、別のアカウントで Lambda 関数を作成します。最
後に、クロスアカウントの Lambda 統合を使用して、2 番目のアカウントで作成した Lambda 関数をサン
プル API で使用できるようにします。

API Gateway のクロスアカウント Lambda 統合用の API の作成
まず、「the section called “チュートリアル: サンプルをインポートして REST API を作成す
る” (p. 36)」に記載されているように、サンプル API を作成します。

サンプル API を作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

API Gateway を初めて使用する場合は、サービスの特徴を紹介するページが表示されます。[REST
API] で、[構築] を選択します。[Create Example API (サンプル API の作成)] がポップアップ表示され
たら、[OK] を選択します。
API Gateway を使用するのが初めてではない場合、[API の作成] を選択します。[REST API] で、[ビル
ド] を選択します。

3.

[新しい API の作成] で、[Example API (サンプル API)] を選択します。

4.

[インポート] を選択して、サンプル API を作成します。

別のアカウントで統合用の Lambda 関数を作成する
ここでは、サンプル API 作成時とは異なるアカウントで Lambda 関数を作成します。

別のアカウントで Lambda 関数を作成する
1.

API Gateway API 作成時とは別のアカウントで Lambda コンソールにログインします。

2.

[関数の作成] を選択します。

3.

[Author from scratch] を選択します。

4.

[一から作成] で、次の操作を行います。
a.

[関数名] に名前を入力します。

b.

[ランタイム] ドロップダウンリストから、サポートされている Node.js ランタイムを選択しま
す。

c.

[Permissions (アクセス許可)] で、[実行ロールの選択または作成] を選択します。ロールを作成す
ることも、既存のロールを選択することもできます。

d.

[関数の作成] を選択して続行します。

5.

[関数コード] ペインまで下にスクロールします。

6.

the section called “チュートリアル: Lambda プロキシ統合による Hello World API” (p. 20) から
Node.js 関数の実装をコピーアンドペーストします。

7.

[デプロイ] を選択します。

8.

関数の完全な ARN をメモします (Lambda 関数ペインの右上隅)。この情報は、クロスアカウントの
Lambda 統合を作成する際に必要になります。

クロスアカウントの Lambda 統合を設定する
別のアカウントで、統合用の Lambda 関数を設定したら、最初のアカウントで API Gateway コンソールを
使用して API に追加します。
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Note
クロスリージョン、クロスアカウントのオーソライザーを設定している場合、ターゲット関数に
追加される sourceArn は、API のリージョンではなくリージョンの関数を使用する必要があり
ます。

クロスアカウントの Lambda 統合を設定する
1.

API Gateway コンソールで、API を選択します。

2.

[リソース] を選択します。

3.

[リソース] ペインで、上位レベルの GET メソッドを選択します。

4.

[メソッドの実行] ペインで [統合リクエスト] を選択します。

5.

[Integration type (統合タイプ)] で、[Lambda Function (Lambda 関数)] を選択します。

6.

[Use Lambda Proxy integration (Lambda プロキシ統合の使用)] を選択します。

7.

[Lambda Region (Lambda リージョン)] の設定は、アカウントのリージョンのままにします。

8.

[Lambda Function (Lambda 関数)] で、2 番目のアカウントで作成した Lambda 関数の完全な ARN を
コピーアンドペーストし、チェックマークを選択します。

9.

「Lambda 関数への許可の追加: 別のアカウントからの Lambda 関数を選択しました」というポップ
アップが表示されます。アカウント これは、アカウント 123456789012: (この後に aws lambda
add-permission コマンド文字列が続きます) から以下の AWS CLI コマンド実行して行うことがで
きます。

10. aws lambda add-permission コマンド文字列を 2 番目のアカウントに設定されている AWS CLI
ウィンドウにコピーアンドペーストします。これにより、2 番目のアカウントの Lambda 関数への最
初のアカウントによるアクセスが許可されます。
11. 前のステップで表示されたポップアップで、[OK] を選択します。
12. Lambda コンソールで、関数の更新後のポリシーを表示するには、
a.

統合用の関数を選択します。

b.

[Permissions] を選択します。

Allow ポリシーの Condition 句で、AWS:SourceArn が API の GET メソッドの ARN になっていま
す。

チュートリアル: Lambda 非プロキシ統合を使用して API
Gateway REST API をビルドする
このチュートリアルでは、API Gateway コンソールを使用して、クライアントが Lambda 非プロキシ統合
(カスタム統合とも呼ばれます) で Lambda 関数を呼び出すことができる API を構築します。AWS Lambda
および Lambda 関数の詳細については、AWS Lambda デベロッパーガイドを参照してください。
分かりやすくするために、API 設定が最小限のシンプルな Lambda 関数で、カスタムの Lambda 統合を使
用して API Gateway API を構築する手順について説明します。必要に応じて、いくつかのロジックについ
て説明します。カスタムの Lambda 統合の詳細な例については、「チュートリアル: 2 つの Calc のサービ
ス統合と 1 つの Lambda 非プロキシ統合を使用して AWS REST API を作成する (p. 86)」を参照してく
ださい。
API を作成する前に、次に説明されているように AWS Lambda で Lambda 関数を作成して、Lambda
バックエンドをセットアップします。
トピック
• Lambda 非プロキシ統合用の Lambda 関数の作成 (p. 28)
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• Lambda 非プロキシ統合を使用して API を作成する (p. 31)
•
•
•
•

API メソッドの呼び出しをテストする (p. 33)
API をデプロイする (p. 34)
デプロイステージで API をテストする (p. 35)
クリーンアップ (p. 36)

Lambda 非プロキシ統合用の Lambda 関数の作成
Note
Lambda 関数の作成により、AWS アカウントに料金が請求される場合があります。
このステップでは、「Hello, World!」のような Lambda 関数をカスタムの Lambda 統合用に作成します。
このウォークスルーでは、この関数 GetStartedLambdaIntegration が呼び出されます。
この GetStartedLambdaIntegration の Lambda 関数の Node.js 実装は次のとおりです。
'use strict';
var days = ['Sunday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday'];
var times = ['morning', 'afternoon', 'evening', 'night', 'day'];
console.log('Loading function');
exports.handler = function(event, context, callback) {
// Parse the input for the name, city, time and day property values
let name = event.name === undefined ? 'you' : event.name;
let city = event.city === undefined ? 'World' : event.city;
let time = times.indexOf(event.time)<0 ? 'day' : event.time;
let day = days.indexOf(event.day)<0 ? null : event.day;
// Generate a greeting
let greeting = 'Good ' + time + ', ' + name + ' of ' + city + '. ';
if (day) greeting += 'Happy ' + day + '!';
// Log the greeting to CloudWatch
console.log('Hello: ', greeting);
// Return a greeting to the caller
callback(null, {
"greeting": greeting
});

};

カスタムの Lambda 統合の場合、API Gateway は統合リクエストボディとして入力をクライアントから
Lambda 関数に渡します。Lambda 関数ハンドラの event オブジェクトが入力です。
Lambda 関数はシンプルです。event、name、city、および time プロパティの入力オブジェクト (day)
を解析します。その後、JSON オブジェクト ({"message":greeting}) として、発信者に挨拶を返し
ます。このメッセージは "Good [morning|afternoon|day], [name|you] in [city|World].
Happy day!" パターンです。これは、Lambda 関数への入力が、以下の JSON オブジェクトのいずれか
であることを前提としています。
{

}

"city": "...",
"time": "...",
"day": "...",
"name" : "..."
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詳細については、「AWS Lambda 開発者ガイド」を参照してください。
さらに、関数は console.log(...) を呼び出して、その実行を Amazon CloudWatch
に記録します。これは、関数のデバッグ時に呼び出しをトレースする場合に役立ちま
す。GetStartedLambdaIntegration 関数で呼び出しを記録できるようにするには、Lambda 関数の適
切なポリシーで IAM ロールを設定して CloudWatch ストリームを作成し、そのストリームにログエントリ
を追加します。Lambda コンソールに従って、必要な IAM ロールとポリシーを作成します。
OpenAPI ファイルから API をインポートする場合など、API Gateway コンソールを使用せずに API を
セットアップする場合には、必要に応じて Lambda 関数を呼び出すための API Gateway の呼び出しロー
ルとポリシーを明示的に作成し、設定する必要があります。Lambda 呼び出しと API Gateway API の実行
ロールの設定の詳細については、「IAM アクセス許可により API へのアクセスを制御する (p. 243)」を
参照してください。
Lambda プロキシ統合用の Lambda 関数、GetStartedLambdaProxyIntegration と比較する
と、GetStartedLambdaIntegration Lambda カスタム統合用の Lambda 関数は、API Gateway API
統合リクエストボディからの入力のみを受け取ります。この関数では、JSON オブジェクト、文字列、数
値、ブール値、またはバイナリ BLOB の出力を返すことができます。対照的に、Lambda プロキシ統合の
Lambda 関数では、リクエストデータから入力を取り込みますが、特定の JSON オブジェクトの出力を返
す必要があります。Lambda カスタム 統合の GetStartedLambdaIntegration 関数では、入力として
API リクエストパラメータを指定することができますが、クライアントリクエストをバックエンドに転送
する前に、API Gateway で、必要な API リクエストパラメータが統合リクエストボディにマッピングさ
れていることを前提としています。そのためには、API デベロッパーは、マッピングテンプレートを作成
し、API 作成時に API メソッドで設定する必要があります。
GetStartedLambdaIntegration Lambda 関数の作成します。

GetStartedLambdaIntegration Lambda カスタム統合用の Lambda 関数を作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/lambda/ で、AWS Lambda コンソールを開きます。

2.

次のいずれかを行ってください。

3.

• ウェルカムページが表示されたら、[Get Started Now]、[Creae function] の順に選択します。
• [Lambda > Functions (Lambda > 関数)] リストページが表示されたら、[Create function (関数の作
成)] を選択します。
[Author from scratch] を選択します。

4.

[一から作成] ペインで、次の操作を行います。
a.

[Name (名前)] に、Lambda 関数名として GetStartedLambdaIntegration と入力します。

b.
c.

[ランタイム] で、サポートされている Node.js ランタイムを選択します。
[実行ロール] ドロップダウンリストで、[AWS ポリシーテンプレートから新しいロールを作成] を
選択します。

d.

[Role name] に、ロール名 (GetStartedLambdaIntegrationRole など) を入力します。
[Policy templates] で、[Simple microservice permissions] を選択します。
[関数の作成] を選択します。

e.
f.
5.

[関数の設定] ペインの [関数コード] で、以下の作業を行います。
a.

6.

このセクションの冒頭に表示された Lambda 関数コードをコピーし、インラインコードエディ
ターに貼り付けます。

b. このセクションのその他のフィールドは、デフォルト設定のままにしておきます。
c. [デプロイ] を選択します。
新しく作成した関数をテストするには、[テストイベントの選択...] から [テストイベントの設定] を選
択します。
a.

[新しいイベントの作成] で、デフォルトのコードステートメントを次のように置き換え、イベン
ト名に「HelloWorldTest」と入力し、[作成] を選択します。
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{

}

b.

"name": "Jonny",
"city": "Seattle",
"time": "morning",
"day": "Wednesday"

[テスト] を選択して関数を呼び出します。[実行結果: 成功] セクションが表示されます。[詳細] を
展開すると、次の出力が表示されます。
{
}

"greeting": "Good morning, Jonny of Seattle. Happy Wednesday!"

出力は CloudWatch Logs にも書き込まれます。
また、他にも、IAM コンソールを使用して、Lambda 関数と共に作成された IAM ロール
(GetStartedLambdaIntegrationRole) を表示することができます。この IAM ロールには、2 つのイ
ンラインポリシーがアタッチされています。1 つは、Lambda を実行する上で最も基本的なアクセス許可
が指定されているポリシーです。これにより、Lambda 関数が作成されたリージョン内のアカウントのす
べての CloudWatch リソース CreateLogGroup に対して CloudWatch を呼び出すことができます。ま
た、このポリシーでは、HelloWorldForLambdaIntegration Lambda 関数で CloudWatch ストリーム
やログ記録イベントを作成することもできます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "logs:CreateLogGroup",
"Resource": "arn:aws:logs:region:account-id:*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents"
],
"Resource": [
"arn:aws:logs:region:account-id:log-group:/aws/lambda/
GetStartedLambdaIntegration:*"
]
}
]
}

他のポリシードキュメントは、この例で使用されていない他の AWS のサービスの呼び出しに適用されま
す。この手順はスキップできます。
この IAM ロールには、信頼されたエンティティ (lambda.amazonaws.com) が関連付けられています。信
頼関係は次のとおりです。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
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}

]

}

"Service": "lambda.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"

この信頼関係およびインラインポリシーを組み合わせることで、Lambda 関数を使用して、CloudWatch
Logs のログイベントに console.log() 関数を呼び出すことができます。
AWS Management Console を使用して Lambda 関数を作成していない場合は、これらの例に従って必要
な IAM ロールを作成し、そのロールを手動で関数にアタッチする必要があります。

Lambda 非プロキシ統合を使用して API を作成する
Lambda 関数 (GetStartedLambdaIntegration) を作成してテストしたら、API Gateway API からこの
関数を公開できるようになります。例として、汎用的な HTTP メソッドで Lambda 関数を公開します。リ
クエストボディ、URL パス変数、クエリ文字列、ヘッダーを使用して、クライアントから必要な入力デー
タを受け取ります。API の API Gateway のリクエスト検証を有効にして、必要なデータがすべて適切に定
義され、指定されていることを確認します。API Gateway のマッピングテンプレートを設定して、クライ
アントで指定されたリクエストデータをバックエンドの Lambda 関数で定められた有効な形式に変換しま
す。

Lambda 関数を使用してカスタムの Lambda 統合で API を作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

API Gateway を初めて使用する場合は、サービスの特徴を紹介するページが表示されます。[REST
API] で、[構築] を選択します。[Create Example API (サンプル API の作成)] がポップアップ表示され
たら、[OK] を選択します。
API Gateway を使用するのが初めてではない場合、[API の作成] を選択します。[REST API] で、[構
築] を選択します。

3.

4.

5.

a.

[新しい API] を選択します。

b.

[API 名] に名前を入力します。

c.

必要に応じて、[説明] に短い説明を入力します。

d.

[Create API] を選択します。

[リソース] のルートリソース (/) を選択します。[アクション] メニューから、[リソースの作成] を選択
します。
a.

[リソース名] に「city」を入力します。

b.

[リソースパス] を {city} と置き換えます。これは、クライアントから入力を受け付けるために
使用するテンプレートパス関数の例です。後で、マッピングテンプレートを使用してこのパス変
数を Lambda 関数の入力にマッピングする方法について説明します。

c.

[Enable API Gateway Cors (API Gateway CORS を有効にする)] オプションを選択します。

d.

[リソースの作成] を選択します。

新しく作成した /{city} リソースが強調表示されたら、[アクション] から [メソッドの作成] を選択
します。
a.

[HTTP メソッド] ドロップダウンメニューから ANY を選択します。ANY HTTP 動詞は、実行時に
クライアントより送信される有効な HTTP メソッドのクライアントのプレースホルダーです。こ
の例では、ANY メソッドが、Lambda カスタム 統合と Lambda プロキシ統合に使用できることを
示します。

b.

設定を保存するには、チェックマークアイコンを選択します。

[メソッドの実行] の [/{city} ANY] メソッドで、以下の操作を行います。
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6.

a.

Integration type で [Lambda 関数] を選択します。

b.

[Lambda プロキシ統合の使用] ボックスをオフのままにしておきます。

c.

Lambda 関数を作成したリージョン (例: us-west-2) を選択します。

d.

[Lambda Function (Lambda 関数)] に Lambda 関数の名前 (例:
GetStartedLambdaIntegration) を入力します。

e.

[デフォルトタイムアウトの使用] ボックスをオンのままにしておきます。

f.

[保存] を選択します。

g.

[Add Permission to Lambda Function (Lambda 関数に権限を追加する)] ポップアップの [OK] を選
択して、API で統合された Lambda 関数を呼び出すために API Gateway で必要なアクセス許可を
セットアップします。

このステップでは以下の設定を行います。
• クエリ文字列パラメータ (time)
• ヘッダーパラメータ (day)
• ペイロードのプロパティ (callerName)
実行時、クライアントは、これらのリクエストパラメータとリクエストボディを使用して、時間や曜
日、発信者の名前を指定することができます。/{city} パス変数は既に設定済みです。
a.

[メソッドの実行] ペインで、[メソッドリクエスト] を選択します。

b.

[URL クエリ文字列パラメータ] セクションを展開します。[クエリ文字列の追加] を選択します。
[名前] に「time」を入力します。[必須] オプションを選択し、チェックマークアイコンを選択し
て設定を保存します。不要な課金が行われないように、[キャッシュ] はオフのままにしておきま
す。

c.

[HTTP リクエストヘッダー] セクションを展開します。[ヘッダーの追加] を選択します。[名前] に
「day」を入力します。[必須] オプションを選択し、チェックマークアイコンを選択して設定を
保存します。不要な課金が行われないように、[キャッシュ] はオフのままにしておきます。

d.

メソッドリクエストのペイロードを定義するには、次の作業を行います。
i.

モデルを定義するには、API Gateway プライマリナビゲーションペインから API の [Models
(モデル)] を選択し、続いて [Create (作成)] を選択します。

ii.

[モデル名] に「GetStartedLambdaIntegrationUserInput」と入力します。

iii.

[コンテンツタイプ] に「application/json」と入力します。

iv.

[モデルの説明] は空白のままにしておきます。

v.

次のスキーマ定義を [モデルのスキーマ] エディターにコピーします。
{

}

vi.

"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"title": "GetStartedLambdaIntegrationInputModel",
"type": "object",
"properties": {
"callerName": { "type": "string" }
}

[モデルの作成] を選択して、入力モデルの定義を終了します。

vii. [リソース]、/{city} ANY メソッド、[メソッドリクエスト] の順に選択し、[リクエストボ
ディ] を展開します。[モデルの追加] を選択します。[コンテンツタイプ] に「application/
json」と入力します。[モデル名] で、「GetStartedLambdaIntegrationInput」を選択
します。チェックマークアイコンを選択して、設定を保存します。
7.

/{city} ANY メソッドを選択し、[統合リクエスト] を選択して本文マッピングテンプレートをセッ
トアップします。このステップでは、以前に設定したメソッドのリクエストパラメータ (nameQuery
32

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
Lambda 統合で API を構築する

または nameHeader) は、バックエンドの Lambda 関数で定められているとおりに、JSON ペイロー
ドにマッピングされます。
a.

[マッピングテンプレート] セクションを展開します。[マッピングテンプレートの追加] を選択し
ます。[Content-Type] に「application/json」と入力します。チェックマークアイコンを選択
して、設定を保存します。

b.
c.

ポップアップが表示されたら、[はい、この統合を保護します] を選択します。

d.

[テンプレートの生成] から GetStartedLambaIntegrationUserInput を選択し、初回のマッ
ピングテンプレートを生成します。モデルスキーマを定義したため、このオプションを利用する
ことができます。一からマッピングテンプレートを記述する必要はありません。

e.

マッピングテンプレートエディタで生成されたマッピングスクリプトを次のように置き換えま
す。

[リクエストボディのパススルー] で推奨されている When there are no templates
defined を確認します。

#set($inputRoot = $input.path('$'))
{
"city": "$input.params('city')",
"time": "$input.params('time')",
"day": "$input.params('day')",
"name": "$inputRoot.callerName"
}

f.

[保存] を選択します。

API メソッドの呼び出しをテストする
デプロイ前に API の呼び出しをテストするテスト機関が API Gateway コンソールに表示されます。コン
ソールのテスト機能を使用して API をテストするには、以下のリクエストを送信します。
POST /Seattle?time=morning
day:Wednesday
{
}

"callerName": "John"

このテストリクエストで、ANY を POST、{city} を Seattle に設定し、Wednesday を day ヘッダー
値、"John" を callerName 値として割り当てます。

ANY /{city} メソッドの呼び出しをテストするには
1.

[メソッドの実行] で、[テスト] を選択します。

2.

[メソッド] ドロップダウンリストから POST を選択します。

3.

[パス] に「Seattle」と入力します。

4.

[クエリ文字列] に「time=morning」と入力します。

5.

[ヘッダー] に「day:Wednesday」と入力します。

6.

[リクエストボディ] に「{ "callerName":"John" }」と入力します。
[Test (テスト)] を選択します。
返されたレスポンスペイロードが次のようになっていることを確認します。

7.
8.

{
}

"greeting": "Good morning, John of Seattle. Happy Wednesday!"
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9.

ログを表示して、API Gateway によるリクエストおよびレスポンスの処理方法を調べることもできま
す。

Execution log for request test-request
Thu Aug 31 01:07:25 UTC 2017 : Starting execution for request: test-invoke-request
Thu Aug 31 01:07:25 UTC 2017 : HTTP Method: POST, Resource Path: /Seattle
Thu Aug 31 01:07:25 UTC 2017 : Method request path: {city=Seattle}
Thu Aug 31 01:07:25 UTC 2017 : Method request query string: {time=morning}
Thu Aug 31 01:07:25 UTC 2017 : Method request headers: {day=Wednesday}
Thu Aug 31 01:07:25 UTC 2017 : Method request body before transformations:
{ "callerName": "John" }
Thu Aug 31 01:07:25 UTC 2017 : Request validation succeeded for content type
application/json
Thu Aug 31 01:07:25 UTC 2017 : Endpoint request URI: https://
lambda.us-west-2.amazonaws.com/2015-03-31/functions/arn:aws:lambda:uswest-2:123456789012:function:GetStartedLambdaIntegration/invocations
Thu Aug 31 01:07:25 UTC 2017 : Endpoint request
headers: {x-amzn-lambda-integration-tag=test-request,
Authorization=************************************************************************************
X-Amz-Date=20170831T010725Z, x-amzn-apigateway-api-id=beags1mnid, X-AmzSource-Arn=arn:aws:execute-api:us-west-2:123456789012:beags1mnid/null/POST/
{city}, Accept=application/json, User-Agent=AmazonAPIGateway_beags1mnid,
X-Amz-Security-Token=FQoDYXdzELL//////////wEaDMHGzEdEOT/VvGhabiK3AzgKrJw
+3zLqJZG4PhOq12K6W21+QotY2rrZyOzqhLoiuRg3CAYNQ2eqgL5D54+63ey9bIdtwHGoyBdq8ecWxJK/
YUnT2Rau0L9HCG5p7FC05h3IvwlFfvcidQNXeYvsKJTLXI05/
yEnY3ttIAnpNYLOezD9Es8rBfyruHfJfOqextKlsC8DymCcqlGkig8qLKcZ0hWJWVwiPJiFgL7laabXs
++ZhCa4hdZo4iqlG729DE4gaV1mJVdoAagIUwLMo+y4NxFDu0r7I0/
EO5nYcCrppGVVBYiGk7H4T6sXuhTkbNNqVmXtV3ch5bOlh7 [TRUNCATED]
Thu Aug 31 01:07:25 UTC 2017 : Endpoint request body after transformations: {
"city": "Seattle",
"time": "morning",
"day": "Wednesday",
"name" : "John"
}
Thu Aug 31 01:07:25 UTC 2017 : Sending request to https://lambda.uswest-2.amazonaws.com/2015-03-31/functions/arn:aws:lambda:uswest-2:123456789012:function:GetStartedLambdaIntegration/invocations
Thu Aug 31 01:07:25 UTC 2017 : Received response. Integration latency: 328 ms
Thu Aug 31 01:07:25 UTC 2017 : Endpoint response body before transformations:
{"greeting":"Good morning, John of Seattle. Happy Wednesday!"}
Thu Aug 31 01:07:25 UTC 2017 : Endpoint response headers: {x-amzn-Remapped-ContentLength=0, x-amzn-RequestId=c0475a28-8de8-11e7-8d3f-4183da788f0f, Connection=keepalive, Content-Length=62, Date=Thu, 31 Aug 2017 01:07:25 GMT, X-Amzn-TraceId=root=1-59a7614d-373151b01b0713127e646635;sampled=0, Content-Type=application/json}
Thu Aug 31 01:07:25 UTC 2017 : Method response body after transformations:
{"greeting":"Good morning, John of Seattle. Happy Wednesday!"}
Thu Aug 31 01:07:25 UTC 2017 : Method response headers: {X-Amzn-TraceId=sampled=0;root=1-59a7614d-373151b01b0713127e646635, Content-Type=application/json}
Thu Aug 31 01:07:25 UTC 2017 : Successfully completed execution
Thu Aug 31 01:07:25 UTC 2017 : Method completed with status: 200

このログには、マッピング前の受信リクエスト、およびマッピング後の統合リクエストが示されま
す。テストに失敗した場合、このログは、元の出力が正しいかどうか、またはマッピングテンプレー
トが正しいかどうかを評価する上で役立ちます。

API をデプロイする
テスト呼び出しはシミュレーションのため、制限があります。たとえば、API で実施される任意の認証メ
カニズムはバイパスされます。リアルタイムで API の実行をテストするには、最初に API をデプロイする
必要があります。API をデプロイするには、ステージを作成し、その時点の API のスナップショットを作
成します。また、ステージ名では、API のデフォルトのホスト名の後にベースパスが定義されます。API
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のルートリソースはステージ名の後に追加されます。API を変更する場合は、変更が適用される前に既存
または新しいステージに再デプロイする必要があります。

API をステージにデプロイするには
1.

[API] ペインから API を選択するか、[リソース] ペインからリソースまたはメソッドを選択します。
[アクション] ドロップダウンメニューから [API のデプロイ] を選択します。

2.

[デプロイされるステージ] で、[新しいステージ] を選択します。

3.

[ステージ名] に、名前 (例: test) を入力します。

Note
入力は UTF-8 でエンコードされた (ローカライズされていない) テキストである必要がありま
す。
4.

[ステージの説明] に説明を入力するか、空白のままにします。

5.

[デプロイメントの説明] に説明を入力するか、空白のままにします。

6.

[デプロイ] を選択します。API が正常にデプロイされたら、[ステージエディタ] の上部に [呼び出し
URL] として表示される API のベース URL (デフォルトのホスト名とステージ名) が表示されます。こ
のベース URL の一般的なパターンは、https://api-id.region.amazonaws.com/stageName
です。たとえば、beags1mnid リージョンで作成され、us-west-2 ステージにデプロイされた
API (test) の URL は、「https://beags1mnid.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/
test」です。

デプロイステージで API をテストする
デプロイされた API をテストするには、いくつかの方法があります。URL パス変数またはクエリ文字列パ
ラメータのみ使用する GET リクエストの場合は、ブラウザに API のリソース URL を入力します。それ以
外のメソッドの場合は、POSTMAN や cURL などの高度な REST API テストユーティリティを使用する必
要があります。

cURL を使用して API をテストするには
1.

インターネットに接続されているローカルコンピュータでターミナルウィンドウを開きます。

2.

POST /Seattle?time=evening をテストするには
以下の cURL コマンドをコピーして、ターミナルウィンドウに貼り付けます。
curl -v -X POST \
'https://beags1mnid.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/test/Seattle?time=evening' \
-H 'content-type: application/json' \
-H 'day: Thursday' \
-H 'x-amz-docs-region: us-west-2' \
-d '{
"callerName": "John"
}'

次のペイロードで成功を示すレスポンスが返ります。
{"greeting":"Good evening, John of Seattle. Happy Thursday!"}

このメソッドリクエストで POST から PUT に変更した場合も同じレスポンスを受け取ります。
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クリーンアップ
このチュートリアルで作成した Lambda 関数が不要になった場合は、削除できます。また、付随する IAM
リソースも削除できます。

Warning
このシリーズの他のチュートリアルを行う予定の場合は、Lambda 実行ロールまたは Lambda 呼
び出しロールを削除しないでください。API が依存する Lambda 関数を削除すると、API は機能
しなくなります。Lambda 関数の削除は元に戻すことができません。再度 Lambda 関数を使用す
るには、関数を再度作成する必要があります。
Lambda 関数が依存する IAM リソースを削除すると、Lambda 関数は機能しなくなります。ま
た、同関数に依存する API は機能しなくなります。IAM リソースの削除は元に戻すことができま
せん。再度 IAM リソースを使用するには、リソースを再度作成する必要があります。

Lambda 関数を削除するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS Lambda コンソール (https://
console.aws.amazon.com/lambda/) を開きます。

2.

関数の一覧から [GetHelloWorld] を選択し、[Actions (アクション)]、[Delete function (関数の削除)] の
順に選択します。プロンプトが表示されたら、再度 [削除] を選択します。

3.

関数の一覧から [GetHelloWithName] を選択し、[Actions (アクション)]、[Delete function (関数の削除)]
の順に選択します。プロンプトが表示されたら、再度 [削除] を選択します。

関連付けられた IAM リソースを削除する
1.

IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。

2.

[詳細] から [ロール] を選択します。

3.

ロールのリストから、[ApigateWayLambdaExecRole] を選択し、[Role Actions (ロールアクション)] を
選択して、[Delete Role (ロールの削除)] を選択します。プロンプトが表示されたら、[Yes, Delete (は
い、削除します)] を選択します。

4.

[詳細] から、[ポリシー] を選択します。

5.

ポリシーのリストから、[ApigateWayLambdaExecPolicy] を選択し、[Policy Actions (ポリシーアク
ション)] を選択して、[Delete (削除)] を選択します。プロンプトが表示されたら、[削除] を選択しま
す。

この演習はこれで終了です。

チュートリアル: サンプルをインポートして REST
API を作成する
PetStore ウェブサイトの HTTP 統合を使用してシンプルな REST API を作成、テストするために Amazon
API Gateway コンソールを使用できます。API 定義は OpenAPI 2.0 ファイルとして事前設定されていま
す。API 定義を API Gateway にロードしたあと、API Gateway コンソールを使用して API の基本構造を確
認するか、単純に API をデプロイしてテストすることができます。
PetStore サンプル API では、クライアントがhttp://petstore-demo-endpoint.executeapi.com/petstore/petsの HTTP バックエンドウェブサイトをアクセスするための以下の方法をサ
ポートします。
• GET /: どのバックエンドエンドポイントとも統合されていない API のルートリソースへの読み取りア
クセス。API Gateway は PetStore ウェブサイトの概要で応答します。これは MOCK 統合タイプの例で
す。
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• GET /pets: 同様の名前のバックエンド /pets リソースと統合されている API の /pets リソースへの
読み取りアクセス。バックエンドは PetStore で利用可能なペットのページを返します。これは HTTP 統
合タイプの例です。統合エンドポイントの URL はhttp://petstore-demo-endpoint.executeapi.com/petstore/pets です。
• POST /pets: バックエンド /pets リソースと統合されている API の /petstore/pets リソースへの
書き込みアクセス。正しいリクエストを受信すると、バックエンドは指定されたペットを PetStore に追
加し、結果を呼び出し元に返します。統合は HTTP でもあります。
• GET /pets/{petId}: 受信リクエスト URL のパス変数として指定される petId 値によって識別さ
れるペットへの読み取りアクセス。このメソッドには HTTP 統合タイプもあります。バックエンドは
PetStore で見つかった指定されたペットを返します。バックエンド HTTP エンドポイントの URL は
http://petstore-demo-endpoint.execute-api.com/petstore/pets/n で、n は照会された
ペットの識別子としての整数です。
API は OPTIONS 統合タイプの MOCK メソッドを通じて CORS アクセスをサポートします。API Gateway
は、CORS アクセスをサポートする必要なヘッダーを返します。
次の手順では、API Gateway コンソールを使用して、サンプルから API を作成してテストする方法を説明
します。

サンプル API をインポート、構築してテストするには
1.

まだ行っていない場合は、「前提条件 (p. 13)」のステップを完了してください。

2.

API Gateway コンソール (https://console.aws.amazon.com/apigateway) にサインインします。

3.

API Gateway を初めて使用する場合は、サービスの特徴を紹介するページが表示されます。[REST
API] で、[構築] を選択します。[Create Example API (サンプル API の作成)] がポップアップ表示され
たら、[OK] を選択します。
API Gateway を使用するのが初めてではない場合、[API を作成)] を選択します。[REST API] で、[ビ
ルド] を選択します。

4.

[新しい API の作成] の [Examples API (サンプル API)] を選択し、[インポート] を選択して API サンプ
ルを作成します。最初の API の場合、API Gateway コンソールはデフォルトでこのオプションで開始
されます。

[インポート] を選択する前に、OpenAPI 定義ファイルを下へスクロールして、この API サンプルの詳
細について参照できます。
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5.

新しく作成された API は、次のように表示されます。

[リソース] ペインには、作成された API の構造が、ノードのツリーとして表示されます。各リソース
で定義された API メソッドがツリーの辺になります。リソースが選択されると、そのすべてのメソッ
ドが、右側の [メソッド] ペインにリスト表示されます。各メソッドの下には、エンドポイント URL、
認証タイプ、および API キーの要件を含む、メソッドの短い概要が表示されます。
6.

メソッドの詳細を表示する、そのセットアップを変更する、またはメソッド呼び出しをテストする
には、メソッドリストまたはリソースツリーからメソッド名を選択します。ここでは、図として
POST /pets メソッドを選択します。
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選択した (POST /pets) メソッドで結果として表示される [メソッドの実行] ペインには、メソッ
ドの構造と動作の論理的なビューが表示されます。[Method Request] および [メソッドレスポ
ンス] は、API のフロントエンド (クライアント) を含む API のインターフェイスであるのに対
し、[統合リクエスト] および [統合レスポンス] は、バックエンド (http://petstore-demoendpoint.execute-api.com/petstore/pets) を含む API のインターフェイスです。クライア
ントは、API を使用して [Method Request (メソッドリクエスト)] からバックエンド機能にアクセス
します。API Gateway は、必要に応じてクライアントリクエストを [Integration Request (統合リクエ
スト)] のバックエンドで許容される形式に変換してから、受信リクエストをバックエンドに転送しま
す。変換されたリクエストは、統合リクエストと呼ばれます。同様に、バックエンドは、[Integration
Response (統合レスポンス)] で API Gateway にレスポンスを返します。API Gateway は、そのレス
ポンスを [Method Response (メソッドレスポンス)] にルーティングした後でクライアントに送信しま
す。また、API Gateway は、必要に応じて、バックエンドのレスポンスデータをクライアントで予期
される形式にマッピングします。
API リソースの POST メソッドで、メソッドリクエストのペイロードが統合リクエストのペイロード
と同じ形式の場合、メソッドリクエストペイロードは、変更せずに統合リクエストに渡すことができ
ます。
GET / メソッドリクエストは MOCK 統合タイプを使用し、実際のバックエンドのいずれのエンドポ
イントにも関連付けられません。対応する [統合レスポンス] は、静的な HTML ページを返すように
設定されています。メソッドが呼び出されると、API Gateway はリクエストを受け取り、ただちに
[Method Response (メソッドレスポンス)] で、クライアントに設定済みの統合レスポンスを返しま
す。Mock 統合を使用して、バックエンドのエンドポイントを必要とすることなく API をテストでき
ます。また、これを使用して、レスポンス本文マッピングテンプレートから生成されたローカルレス
ポンスを送信することもできます。
API デベロッパーは、メソッドリクエストとメソッドレスポンスを設定して、API のフロントエンド
のやり取りの動作を制御します。統合リクエストと統合レスポンスを設定して、API のバックエンド
統合の動作を制御します。これにはメソッド間のデータマッピングと、対応する統合が関連します。
このセットアップ方法について、「チュートリアル: HTTP 非プロキシ統合を使用して REST API をビ
ルドする (p. 49)」で説明しています。ここでは、エンドツーエンドのユーザー体験を提供するため
の API のテストについて説明します。
7.

(前の図に示した )[クライアント] の [テスト] を選択してテストを開始します。たとえば、POST /
pets メソッドをテストするには、次のペイロード ({"type": "dog","price": 249.99}) を
[Request Body (リクエストボディ)] に入力してから、[テスト] ボタンを選択します。
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入力では、PetStore ウェブサイトでペットのリストに追加するペットの属性を指定します。
8.

結果は次のように表示されます。

出力の [ログ] エントリは、メソッドリクエストから統合リクエストへの状態の変化と、統合レスポ
ンスからメソッドレスポンスへの状態の変化を示します。これは、リクエストが失敗する原因となる
マッピングエラーのトラブルシューティングに役立つ場合があります。この例では、マッピングは適
用されません。メソッドリクエストのペイロードは、統合リクエストでバックエンドに渡されます。
また、同様に、バックエンドレスポンスは、統合レスポンスからメソッドレスポンスに渡されます。
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API Gateway test-invoke-request 機能以外のクライアントを使用して API をテストするには、最初に
API をステージにデプロイする必要があります。
9.

サンプル API をデプロイするには、[PetStore] の API を選択し、続いて [アクション] メニューから
[API のデプロイ] を選択します。

これは API の最初のデプロイであるため、[Deploy API のデプロイ] の [デプロイされるステージ] で、
[新しいステージ] を選択します。[ステージ名] に名前を入力します (test など)。オプションで、[ス
テージの説明] および [デプロイの説明] に説明を入力します。[デプロイ] を選択します。
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結果として表示される [ステージエディター] ペインで、[呼び出し URL] に、API の GET / メソッド
リクエストを呼び出す URL が表示されます。
10. [ステージエディター] で、[呼び出し URL] リンクに従ってブラウザで GET / メソッドを送信します。
その結果、正常なレスポンスとして、統合レスポンスのマッピングテンプレートから生成された結果
が返されます。
11. [Stages] (ステージ) ナビゲーションペインで、[test] (テスト) ステージを展開し、/pets/{petId}
で [GET] を選択してから、[Invoke URL] (呼び出し URL) の値 https://api-id.executeapi.region.amazonaws.com/test/pets/{petId} をコピーします。{petId} はパス変数を表
します。
(前のステップで取得した) [呼び出し URL] の値をブラウザのアドレスバーに貼り付け、{petId} を 1
などで置き換え、Enter キーを押してリクエストを送信します。200 OK レスポンスが、次の JSON ペ
イロードとともに返されます。
{

}

"id": 1,
"type": "dog",
"price": 249.99

このように API メソッドを呼び出すことは可能です。これは、その Authorization タイプが NONE に設
定されているためです。AWS_IAM 認証が使用されている場合、署名バージョン 4 (SigV4) のプロトコ
ルを使用してリクエストに署名します。このようなリクエストの例については、「the section called
“チュートリアル: HTTP 非プロキシ統合を使用して API をビルドする” (p. 49)」を参照してくださ
い。
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HTTP 統合で API Gateway REST API をビルドする
HTTP 統合で API をビルドするには、HTTP プロキシ統合または HTTP カスタム統合のどちらかを使用で
きます。可能な限り、汎用性があって強力な機能を提供しながら合理化された API セットアップのために
HTTP プロキシ統合を使用することを推奨します。HTTP カスタム統合は、バックエンドのクライアント
リクエストデータを変換する必要がある、またはクライアントのためにバックエンドレスポンスデータを
変換する必要がある場合は、説得力がある場合もあります。
トピック
• チュートリアル: HTTP プロキシ統合を使用して REST API をビルドする (p. 44)
• チュートリアル: HTTP 非プロキシ統合を使用して REST API をビルドする (p. 49)

チュートリアル: HTTP プロキシ統合を使用して REST API をビ
ルドする
HTTP プロキシ統合は、API を構築するシンプルかつパワフルで、汎用性のあるメカニズムです。これに
より、単一の API メソッドのセットアップを合理化することで、ウェブアプリケーションから、統合さ
れた HTTP エンドポイントの複数のリソースや機能 (例: ウェブサイト全体) にアクセスすることができま
す。HTTP プロキシ統合で、API Gateway はクライアントが送信したメソッドリクエストをバックエンド
に渡します。渡されるリクエストデータには、リクエストヘッダー、クエリ文字列パラメータ、URL パス
変数、ペイロードなどが含まれます。バックエンド HTTP エンドポイントまたはウェブサーバーでは、受
信リクエストデータを解析して、返すレスポンスを決定します。HTTP プロキシ統合では、API メソッド
の設定後に API Gateway からの介入なしで、クライアントとバックエンドが直接やり取りできます (「the
section called “重要な注意点” (p. 847)」に示されているサポートされない文字など、既知の問題が発生し
た場合を除く)。
また、網羅的なプロキシリソース ({proxy+}) と、多様な状況に対応できる HTTP メソッドの ANY 動詞を
使用すれば、HTTP プロキシ統合を使用して、単一の API メソッドの API を作成することができます。こ
のメソッドでは、ウェブサイトのパブリックにアクセス可能な HTTP リソースとオペレーションのセット
全体を公開します。バックエンドのウェブサーバーでパブリックアクセス用のリソースが他にも開かれる
と、クライアントは、同じ API をセットアップしてこれらの新しいリソースを使用できます。このように
するために、ウェブサイトデベロッパーは、適用可能な新しいリソースやオペレーションについて、クラ
イアントデベロッパーに明確に伝える必要があります。
以下のチュートリアルでは、HTTP プロキシ統合の概要について説明します。このチュートリアルで
は、API Gateway コンソールを使用して API を作成し、汎用的なプロキシリソース {proxy+} から
PetStore ウェブサイトと統合し、ANY の HTTP メソッドのプレースホルダーを作成します。
トピック
• API Gateway コンソールを使用して HTTP プロキシ統合で API を作成する (p. 44)
• HTTP プロキシ統合を使用して API をテストする (p. 46)

API Gateway コンソールを使用して HTTP プロキシ統合で API を作成する
次の手順では、API Gateway コンソールを使用して、HTTP バックエンド用のプロキシリソースで API
を作成してテストする方法を説明します。HTTP バックエンドは、PetStore の http://petstoredemo-endpoint.execute-api.com/petstore/pets ウェブサイト (チュートリアル: HTTP 非プロキ
シ統合を使用して REST API をビルドする (p. 49)) です。ここでは、スクリーンショットを視覚的な補
助として使用し、API Gateway UI 要素を示します。はじめて API Gateway コンソールを使用して API を
作成する場合は、まず該当セクションに従って行います。
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プロキシリソースを通じて PetStore ウェブサイトとの HTTP プロキシ統合で API をビルドするに
は
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

API Gateway を初めて使用する場合は、サービスの特徴を紹介するページが表示されます。[REST
API] で、[構築] を選択します。[Create Example API (サンプル API の作成)] がポップアップ表示され
たら、[OK] を選択します。
API Gateway を使用するのが初めてではない場合、[API を作成)] を選択します。[REST API] で、[構
築] を選択します。
a.

[新しい API] を選択します。

b.

[API 名] に名前を入力します。

c.

必要に応じて、[説明] に短い説明を 入力します。

d.

[Create API] を選択します。

このチュートリアルでは、API 名として ProxyResourceForPetStore を使用します。
3.

子リソースを作成するには、[Resources] ツリーで親リソース項目を選択し、[Actions] ドロップダウ
ンメニューから [Create Resource] を選択します。次に、[New Child Resource] ペインで次の操作を行
います。
a.

プロキシリソースを作成するには、[Configure as proxy resource] オプションを選択します。それ
以外の場合は、選択しないままにします。

b.

[Resource Name*] テキスト入力フィールドに名前を入力します。

c.

[Resource Path*] テキスト入力フィールドで、新しい名前を入力するか、デフォルト名を使用し
ます。

d.

[リソースの作成] を選択します。

e.

必要に応じて、[Enable API Gateway CORS] を選択します。

このチュートリアルでは、[Configure as proxy resource (プロキシリソースとして設定)] を選択しま
す。[リソース名] は、デフォルトの proxy を使用します。[リソースパス] には /{proxy+} を使用し
ます。[Enable API Gateway CORS (API Gateway CORS を有効にする)] を選択します。
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4.

HTTP バックエンドとの統合用に ANY メソッドを設定するには、次の操作を行います。
a.

先ほど作成されたリソースを選択し、[Actions] ドロップダウンメニューから [Create Method] を
選択します。

b.

HTTP メソッドのドロップダウンリストから [ANY] を選択し、チェックマークアイコンを選択し
て選択内容を保存します。

c.

[Integration type] として [HTTP Proxy] を選択します。

d.

[Endpoint URL] に HTTP バックエンドのリソース URL を入力します。

e.

その他のフィールドについては、デフォルトの設定を使用します。

f.

[Save] を選択して ANY メソッドの設定を終了します。

このチュートリアルでは、[エンドポイント URL] として http://petstore-demoendpoint.execute-api.com/{proxy} を使用します。

作成した API で、API のプロキシリソースパス ({proxy+}) が、http://petstore-demoendpoint.execute-api.com/ にある任意のバックエンドのエンドポイントを表すプレースホルダー
になります。たとえば、petstore、petstore/pets、petstore/pets/{petId} のようになりま
す。ANY メソッドは、実行時に、サポートされる HTTP 動詞のプレースホルダーとして機能します。

HTTP プロキシ統合を使用して API をテストする
特定のクライアントリクエストが成功するかは次に応じて異なります。
• バックエンドで、対応するバックエンドポイントエンドポイントが利用可能になった場合、または利用
可能である場合は、必要なアクセス許可が付与されます。
• クライアントから適切に入力が行われる場合。
たとえば、ここで使用した PetStore API には、/petstore リソースは表示されません。そのため、取得
するレスポンス (404 Resource Not Found) には、エラーメッセージ (Cannot GET /petstore) が
含まれます。
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さらに、クライアントは、結果を正しく処理するために、バックエンドの出力形式を処理できるようにす
る必要があります。クライアントとバックエンドの間のやり取りを容易にするために API Gateway が仲介
することはありません。

プロキシリソースを通じた HTTP プロキシ統合を使用して PetStore ウェブサイトと統合された
API をテストするには
1.

API Gateway コンソールで API の呼び出しをテストするには、次の操作を行います。
a.

[Resources (リソース)] ツリーのプロキシリソースで [ANY] を選択します。

b.

[Method Execution] ペインの [Test] を選択します。

c.

[Method] ドロップダウンリストから、バックエンドでサポートされる HTTP 動詞を選択します。

d.

[Path (パス)] で、選択したオペレーションをサポートする特定のプロキシリソースパスを入力し
ます。

e.

必要に応じて、[Query Strings] の見出しで、選択したオペレーションの該当するクエリ式を入力
します。

f.

必要に応じて、[Headers] の見出しで、選択したオペレーションでサポートされたヘッダー式を 1
つ以上入力します。

g.

設定する場合、[Stage Variables] の見出しで、選択したオペレーションの必須のステージ変数値
を設定します。

h.

プロンプトが表示された場合は、必要に応じて [Client Certificate (クライアント証明書)] で、バッ
クエンドで認証するオペレーションに対して API Gateway で生成されたクライアント証明書を選
択します。

i.

プロンプトが表示された場合は、[Request Body] の見出しで、テキストエディターの適切なリク
エストボディを入力します。

j.

[Test] を選択してメソッドの呼び出しをテストします。

このチュートリアルでは、[メソッド] として、GET の代わりに ANY、[パス] として、 プロキシリソー
スパス ({proxy}) の代わりに petstore/pets、[クエリ文字列] として type=fish を使用します。
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バックエンドのウェブサイトは、GET /petstore/pets?type=fish リクエストをサポートするた
め、次のような成功のレスポンスを返します。
[

{

"id": 1,
"type": "fish",
"price": 249.99

},
{

"id": 2,
"type": "fish",
"price": 124.99

},
{

]

}

"id": 3,
"type": "fish",
"price": 0.99

GET /petstore を呼び出そうとすると、404 レスポンスとエラーメッセージ Cannot GET /
petstore が返されます。これは、指定したオペレーションがバックエンドでサポートされていない
ためです。GET /petstore/pets/1 を呼び出すと、リクエストは PetStore ウェブサイトでサポー
トされているため、200 OK レスポンスと次のペイロードが返されます。
{

}

2.

"id": 1,
"type": "dog",
"price": 249.99

ブラウザを使用して API の特定のリソースに対して GET メソッドを呼び出すには、次の操作を行い
ます。
a.

作成した API に対して、[Actions] ドロップダウンメニューから [Deploy API] を選択します（ま
だ選択していない場合）。API を特定のステージにデプロイするための手順に従います。[Stage
Editor] ページに [Invoke URL] が表示されることを確認します。これは API のベース URL です。

b.

特定のリソースに対する GET リクエストを送信するには、前のステップで取得した [Invoke
URL] の値に対して該当するクエリ文字列式を含むリソースパスを追加し、その URL 全体をブラ
ウザのアドレスバーにコピーして [Enter] を選択します。

このチュートリアルでは、API を test ステージにデプロイし、petstore/pets?type=fish を
API の呼び出し URL に追加します。これにより、https://4z9giyi2c1.execute-api.uswest-2.amazonaws.com/test/petstore/pets?type=fish という URL が生成されます。
この結果は、API Gateway コンソールから TestInvoke を使用したときに返される結果と同じで
す。

チュートリアル: HTTP 非プロキシ統合を使用して REST API を
ビルドする
このチュートリアルでは、Amazon API Gateway コンソールを使用して、API をゼロから作成します。コ
ンソールを API デザインスタジオとして使用して API 機能を絞り込み、その動作を確認して API を作成
し、API をステージにデプロイします。
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トピック
• HTTP カスタム統合を使用して API を作成する (p. 50)
• API Gateway API のリクエストパラメータをマッピングする (p. 59)
• レスポンスペイロードをマッピングする (p. 67)

HTTP カスタム統合を使用して API を作成する
このセクションでは、リソースの作成、リソースでのメソッドの公開、目的の API 動作を達成するための
メソッドの設定、および API のテストとデプロイのステップを説明します。
1.

API Gateway コンソール (https://console.aws.amazon.com/apigateway) にサインインします。

2.

API Gateway を初めて使用する場合は、サービスの特徴を紹介するページが表示されます。[REST
API] で、[構築] を選択します。[Create Example API (サンプル API の作成)] がポップアップ表示され
たら、[OK] を選択します。
API Gateway を使用するのが初めてではない場合、[API を作成)] を選択します。[REST API] で、[構
築] を選択します。
a.

[新しい API] を選択します。

b.

[API 名] に名前を入力します。

c.

必要に応じて、[説明] に短い説明を 入力します。

d.

[Create API] を選択します。

結果として、空の API が作成されます。[リソース] ツリーには、メソッドのないルートリソース
(/) が表示されます。この演習では、PetStore ウェブサイト (http://petstore-demo-endpoint.executeapi.com/petstore/pets.) の HTTP カスタム統合を使用して API を作成します。わかりやすくするた
め、ルートの子として /pets リソースを作成し、クライアントが PetStore ウェブサイトから利用で
きる Pets 項目のリストを取得するために、このリソースで GET メソッドを公開します。
3.

/pets リソースを作成するには、ルートを選択し、[アクション]、[リソースの作成] の順に選択しま
す。
[Resource Name (リソース名)] に「Pets」と入力し、[Resource Path (リソースパス)] の値はそのま
まにして、[Enable API Gateway CORS (API Gateway CORS を有効にする)]、[Create Resource (リ
ソースを作成する)] を選択します。

50

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
HTTP 統合を使用して API をビルドする

4.

/pets リソースで GET メソッドを公開するには、[アクション] を選択し、[メソッドの作成] を選択し
ます。
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/pets リソースノードでリストから [GET] を選択し、チェックマークアイコンを選択してメソッドの作
成を終了します。
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Note
API メソッドの他のオプションには、以下があります。
• [POST]: 主に子リソースの作成に使用されます。
• PUT。既存のリソースを更新するために主に使用します (推奨はされませんが、子リソース
の作成にも使用できます)。
• DELETE: リソースの削除に使用されます。
• [PATCH]; リソースの更新に使用されます。
• [HEAD]: テストシナリオで主に使用します。GET と同じですが、リソースの表現を返しま
せん。
• [OPTIONS]: 対象サービスに使用できる通信オプションに関する情報を取得するために呼び
出し元が使用できます。
作成されるメソッドは、まだバックエンドと統合されていません。次のステップでこれを設定しま
す。
5.

メソッドの [設定] ペインで、[統合タイプ] の [HTTP] を選択し、[HTTP メソッド] ドロップダウンリ
ストの [GET] を選択します。次に、[エンドポイント URL] の値として「http://petstore-demoendpoint.execute-api.com/petstore/pets」と入力し、他のすべての設定をデフォルトのま
まにして、[保存] を選択します。

Note
統合リクエストの [HTTP メソッド] で、バックエンドによってサポートされているメソッド
を選択する必要があります。HTTP または Mock integration の場合、メソッドリクエス
トと統合リクエストが同じ HTTP 動詞を使用すると意味があります。他の統合タイプの場
合、メソッドリクエストでは、おそらく統合リクエストとは異なる HTTP 動詞を使用しま
す。たとえば、Lambda 関数を呼び出すには、統合リクエストでは POST を使用して関数を
呼び出す必要がありますが、Lambda; 関数のロジックに応じて、メソッドリクエストでは任
意の HTTP 動詞を使用できます。
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メソッドの設定が終了すると、[メソッドの実行] ペインが表示され、さらにメソッドリクエストを設
定し、クエリ文字列またはカスタムヘッダーパラメータを追加できます。また、統合リクエストを更
新し、メソッドリクエストから入力データをマッピングして、バックエンドで必要な形式にすること
もできます。
PetStore ウェブサイトでは、特定のページのペットのタイプ ("Dog" や "Cat" など) ごとに、Pet 項目
のリストを取得できます。type および page クエリ文字列パラメータを使用して、このような入力
を受け取ります。そのため、メソッドリクエストにクエリ文字列パラメーターを追加して、統合リク
エストの対応するクエリ文字列にマッピングする必要があります。
6.

GET メソッドの [メソッドの実行] ペインで [Method Request (メソッドリクエスト)] を選択し、[権限
付与] の [AWS_IAM] を選択します。次に、[URL クエリ文字列パラメータ] セクションを展開し、[クエ
リ文字列の追加] を選択して、type および page という名前の 2 つのクエリ文字列パラメータを作
成します。チェックマークアイコンを選択して、クエリ文字列パラメータを追加するごとに保存しま
す。
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これで、クライアントはリクエストを送信するときに、ペットのタイプとページ番号をクエリ文字列
パラメーターとして指定できます。これらの入力パラメータは、バックエンドの PetStore ウェブサ
イトに入力値を転送するために、統合クエリ文字列パラメータにマッピングする必要があります。メ
ソッドでは AWS_IAM を使用するため、メソッドを呼び出すにはリクエストに署名する必要がありま
す。
7.

メソッドの [統合リクエスト] ページから、[URL クエリ文字列パラメータ] セクションを展開します。
デフォルトでは、メソッドリクエストのクエリ文字列パラメーターは、同様の名前の統合リクエスト
のクエリ文字列パラメーターにマッピングされます。このデフォルトマッピングは、デモ API で動
作します。これはそのままにしておきます。対応する統合リクエストパラメータに別のリクエストパ
ラメータをマッピングするには、[マッピング元] 列に示すように、パラメータの鉛筆アイコンを選択
し、マッピング式を編集します。別の統合リクエストパラメータにメソッドリクエストパラメータを
マッピングするには、最初に削除アイコンを選択して既存の統合リクエストパラメータを削除し、[ク
エリ文字列の追加] を選択して新しい名前と目的のメソッドリクエストのパラメータマッピング式を選
択します。
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シンプルなデモ API の作成が完了しました。これで API をテストできます。
8.

API Gateway コンソールを使用して API をテストするには、GET /pets メソッドの [Method
Execution (メソッドの実行)] ペインから[Test (テスト)] を選択します。[メソッドテスト] ペインで、
[タイプ] および [ページ] クエリ文字列にそれぞれ「Dog」および「2」と入力し、[テスト] を選択しま
す。
結果が次のように表示されます (テスト結果を表示するには、下へスクロールダウンしなければなら
ない場合があります)。
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これでテストが成功したので、API をデプロイし、公開することができます。
9.

API をデプロイするには、API を選択し、[アクション] ドロップダウンメニューから [API のデプロイ]
を選択します。
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[API のデプロイ] ダイアログで、ステージ (または、API の最初のデプロイの場合は [New Stage])
を選択し、名前 (例: 「test」、「prod」、「dev」など) を [ステージ名] 入力フィールドに入力しま
す。オプションで、[ステージの説明] または [デプロイメントの説明] (あるいはその両方) に説明を入
力し、[デプロイ] を選択します。
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デプロイ後は、API のエンドポイントの呼び出し URL (Invoke URL) を取得できます。
GET メソッドがオープンアクセスをサポートする場合 (メソッドの許可タイプが NONE に設定されて
いる場合など)、デフォルトのブラウザでメソッドを呼び出すには [呼び出し URL] リンクをダブルク
リックしてください。必要なら、URL の呼び出しにクエリ文字列パラメーターを付けることもできま
す。ここで説明した AWS_IAM 認証タイプでは、AWS アカウントの IAM ユーザーのアクセスキー ID
と対応するシークレットアクセスキーでリクエストに署名する必要があります。これを行うには、署
名バージョン 4 (SigV4) プロトコルをサポートするクライアントを使用してください。このようなク
ライアントとしては、AWS SDK または「Postman」アプリケーションまたは cURL コマンドを使う
アプリケーションなどがあります。ペイロードを受け取る POST、PUT、PATCH メソッドを呼び出
すには、ペイロードを処理するクライアントの使用も必須です。
Postman でこの API メソッドを呼び出すには、ステージ固有のメソッド呼び出し URL (前のイメージ
を参照) にクエリ文字列パラメータを追加して完全なメソッドリクエスト URL を作成します。
https://api-id.execute-api.region.amazonaws.com/test/pets?type=Dog&page=2

ブラウザのアドレスバーにこの URL を指定します。HTTP 動詞として [GET] を選択します。[AWS
Signature] (AWS 署名) を [Type] (タイプ) オプションで [Authorization] (認証) タブから選択し、リクエ
ストを送信する前に以下の必須プロパティを指定します。
• [AccessKey] には、AWS IAM からプロビジョニングされた発信者の AWS アクセスキーを入力しま
す。
• [SecretKey] には、最初にアクセスキーが作成されたときに AWS IAM からプロビジョニングされた
発信者の AWS シークレットキーを入力します。
• [AWS Region] (AWS リージョン) で、呼び出し URL で指定された API ホスティング AWS リージョ
ンを入力します。
• [Service Name (サービス名)] には、API Gateway 実行サービスに「execute-api」と入力しま
す。
SDK を使用してクライアントを作成する場合は、SDK で公開されたメソッドを呼び出して、リクエ
ストに署名できます。実装の詳細については、選択する AWS SDK を参照してください。

Note
API が変更された場合、再度リクエスト URL を呼び出す前に、API を再デプロイして、新機
能または更新された機能を使用できるようにする必要があります。

API Gateway API のリクエストパラメータをマッピングする
このチュートリアルでは、メソッドリクエストパラメータを、API Gateway API 用の該当する統合リクエ
ストパラメータにマッピングする方法を説明します。HTTP カスタム統合でサンプル API を作成し、API
Gateway を使用してメソッドリクエストパラメータを対応する統合リクエストパラメータにマッピングす
る方法を示します。次に以下のパブリックアクセス可能な HTTP エンドポイントにアクセスします。
http://petstore-demo-endpoint.execute-api.com/petstore/pets

上記の URL をコピーする場合は、ウェブブラウザのアドレスバーに貼り付け、Enter または Return を
押すと、次の JSON 形式のレスポンス本文が取得されます。
[

{

"id": 1,
"type": "dog",
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"price": 249.99

},
{

"id": 2,
"type": "cat",
"price": 124.99

},
{

]

}

"id": 3,
"type": "fish",
"price": 0.99

前述のエンドポイントは、type および page の 2 つのクエリパラメータを受け取ることができます。た
とえば、URL を次のように変更します。
http://petstore-demo-endpoint.execute-api.com/petstore/pets?type=cat&page=2

この場合、猫のみを表示する 2 ページを表示する、次の JSON 形式のレスポンスペイロードを受け取りま
す。
[

{

"id": 4,
"type": "cat",
"price": 999.99

},
{

"id": 5,
"type": "cat",
"price": 249.99

},
{

]

}

"id": 6,
"type": "cat",
"price": 49.97

このエンドポイントは、URL パスパラメーターで表示されるように、項目 ID の使用もサポートします。
たとえば、次を参照する場合:
http://petstore-demo-endpoint.execute-api.com/petstore/pets/1

次のように、項目に関する JSON 形式の情報が ID 1 とともに表示されます。
{

}

"id": 1,
"type": "dog",
"price": 249.99

サポートする GET オペレーションに加えて、このエンドポイントはペイロードで POST を受け取りま
す。例えば、Postman を使用して、POST メソッドリクエストを以下の場所に送信します。
http://petstore-demo-endpoint.execute-api.com/petstore/pets

ヘッダー Content-type: application/json と次のリクエストボディを含めます。
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{

"type": "dog",
"price": 249.99

}

この場合、レスポンス本文で次の JSON オブジェクトを受け取ります。
{

"pet": {
"type": "dog",
"price": 249.99
},
"message": "success"

}

ここで、この PetStore ウェブサイトの HTTP カスタム統合を使用して API Gateway API を作成して、こ
れらの機能やその他の機能を公開します。タスクには次のものが含まれています。
• https://my-api-id.execute-api.region-id.amazonaws.com/test/
petstorewalkthrough/pets の HTTP エンドポイントのプロキシとして機能する http://
petstore-demo-endpoint.execute-api.com/petstore/pets のリソースで、API を作成しま
す。
• API が 2 つのメソッドリクエストのクエリパラメータ (petType および petsPage) を受け取り、それ
ぞれ統合リクエストの type および page クエリパラメータにマッピングして、リクエストを HTTP エ
ンドポイントに渡すことができるようにします。
• API のメソッドリクエスト URL の {petId} のパスパラメータをサポートし、項目 ID を指定します。
また、これを統合リクエストの URL で {id} パスパラメータにマッピングし、リクエストを HTTP エ
ンドポイントに送信します。
• メソッドリクエストが、バックエンドウェブサイトで定義される形式の JSON ペイロードを受け取り、
統合リクエストを通じて変更なしでペイロードをバックエンド HTTP エンドポイントに渡すことができ
るようにします。
トピック
• Prerequisites (p. 61)
• ステップ 1: リソースを作成する (p. 62)
• ステップ 2: メソッドを作成してテストする (p. 62)
• ステップ 3: API をデプロイする (p. 65)
• ステップ 4: API をテストする (p. 65)

Note
この演習のステップでは使用されている大文字と小文字の違いに注意してください。大文字の代
わりに小文字 (またはその逆) を入力すると、演習の後半でエラーが発生する場合があります。

Prerequisites
この演習を開始する前に、次の操作を行う必要があります。
1.

API Gateway アクセス許可の IAM ユーザーへの割り当てなど、API Gateway の開始方法の前提条
件 (p. 13) のステップを完了します。

2.

少なくとも、「チュートリアル: HTTP 非プロキシ統合を使用して REST API をビルドす
る (p. 49)」のステップに従って、API Gateway コンソールで MyDemoAPI という新しい API を作
成します。
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ステップ 1: リソースを作成する
このステップでは、API が HTTP エンドポイントを操作するための 3 つのリソースを作成します。

最初のリソースを作成する
1.

[Resources] (リソース) ペインで単一のスラッシュ (/) で表されるリソースルートを選択し、次に
[Actions] (アクション) ドロップダウンメニューから [Create Resource] (リソースの作成) を選択しま
す。

2.

[リソース名] に「petstorewalkthrough」を入力します。

3.

[Resource Path (リソースパス)] で、デフォルトの [/petstorewalkthrough] をそのまま使用し、[Create
Resource (リソースの作成)] を選択します。

2 番目のリソースを作成する
1.

[Resources (リソース)] ペインで、[/petstorewalkthrough] を選択し、[Create Resource (リソースの作
成)] を選択します。

2.

[リソース名] に「pets」を入力します。

3.

[Resource Path (リソースパス)] で、デフォルトの [/petstorewalkthrough/pets] をそのまま使用し、
[Create Resource (リソースの作成)] を選択します。

3 番目のリソースを作成する
1.

[Resources (リソース)] ペインで、[/petstorewalkthrough/pets] を選択し、[Create Resource (リソース
の作成)] を選択します。

2.

[リソース名] に「petId」を入力します。これは、HTTP エンドポイントの項目 ID にマッピングされ
ます。

3.

[Resource Path (リソースパス)] で、[petid] を {petId} で上書きします。/petstorewalkthrough/pets/
{petID} が { } の周りに表示されるように中括弧 (petId) を使用し、[Create Resource (リソースの作
成)] を選択します。
これは、HTTP エンドポイントで /petstore/pets/my-item-id にマッピングされます。

ステップ 2: メソッドを作成してテストする
このステップでは、バックエンド HTTP エンドポイントとメソッドを統合し、GET メソッドリクエストパ
ラメータを該当する統合リクエストパラメータにマッピングしてから、メソッドをテストします。

最初の GET メソッドをセットアップしてテストするには
この手順では、以下について示します。
• GET /petstorewalkthrough/pets のメソッドリクエストを作成し、GET http://petstoredemo-endpoint.execute-api.com/petstore/pets の統合リクエストと統合します。
• petType および petsPage のメソッドリクエストのクエリパラメータを、統合リクエストのクエリ文
字列パラメータ type および page にそれぞれマッピングします。
1.

[Resources] (リソース) ペインで [/petstorewalkthrough/pets] を選択し、[Actions] (アクション) メ
ニューから [Create Method] (メソッドの作成) を選択して、メソッド名のドロップダウンリストから [/
pets] 下の [GET] を選択します。

2.

[/petstorewalkthrough/pets - GET - Setup] ペインで、[統合タイプ] の [HTTP] を選択し、[HTTP メソッ
ド] の [GET] を選択します。
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3.

[Endpoint URL (エンドポイント URL)] に「http://petstore-demo-endpoint.executeapi.com/petstore/pets」と入力します。

4.

[Save] を選択します。

5.

[メソッドの実行] ペインで [メソッドリクエスト] を選択した後、[URL クエリ文字列パラメータ] の横
の矢印を選択します。

6.

[クエリ文字列の追加] を選択します。

7.

[Name (名前)] に、「petType」と入力します。
これは、API のメソッドリクエストの petType クエリパラメータを指定します。

8.

チェックマークアイコンを選択し、メソッドリクエスト URL クエリ文字列パラメータの作成を完了し
ます。

9.

[クエリ文字列の追加] を再度選択します。

10. [Name (名前)] に、「petsPage」と入力します。
これは、API のメソッドリクエストの petsPage クエリパラメータを指定します。
11. チェックマークアイコンを選択し、メソッドリクエスト URL クエリ文字列パラメータの作成を完了し
ます。
12. [メソッドの実行]、[統合リクエスト] の順に選択した後、[URL クエリ文字列パラメータ] の横の矢印を
選択します。
13. petType からマッピングされた method.request.querystring.petType エントリおよび
petsPage からマッピングされた method.request.querystring.petsPage エントリを削除し
ます。このステップを実行するのは、エンドポイントが、リクエスト URL に対して、デフォルト値で
はなく type および page という名前のクエリ文字列パラメータを必要とするためです。
14. [クエリ文字列の追加] を選択します。
15. [Name (名前)] に、「type」と入力します。これにより、統合リクエスト URL に必要なクエリ文字列
パラメータが作成されます。
16. [Mapped from (マッピング元)] に「method.request.querystring.petType」と入力します。
これは、メソッドリクエストの petType クエリパラメーターを統合リクエストの type クエリパラ
メーターにマッピングします。
17. チェックマークアイコンを選択し、統合リクエスト URL クエリ文字列パラメータの作成を完了しま
す。
18. [クエリ文字列の追加] を再度選択します。
19. [Name (名前)] に、「page」と入力します。これにより、統合リクエスト URL に必要なクエリ文字列
パラメータが作成されます。
20. [Mapped from (マッピング元)] に「method.request.querystring.petsPage」と入力します。
これは、メソッドリクエストの petsPage クエリパラメーターを統合リクエストの page クエリパラ
メーターにマッピングします。
21. チェックマークアイコンを選択し、統合リクエスト URL クエリ文字列パラメータの作成を完了しま
す。
22. [メソッドの実行] を選択します。[クライアント] ボックスで、[テスト] を選択します。[クエリ文字列]
エリアの [petType] に「cat」と入力します。[petsPage] に「2」と入力します。
23. [Test (テスト)] を選択します。成功すると、[レスポンス本文] に次の内容が表示されます。
[

{

"id": 4,
"type": "cat",
"price": 999.99

},
{

"id": 5,
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"type": "cat",
"price": 249.99

},
{

]

}

"id": 6,
"type": "cat",
"price": 49.97

2 番目の GET メソッドをセットアップしてテストするには
この手順では、以下について示します。
• GET /petstorewalkthrough/pets/{petId} のメソッドリクエストを作成し、GET http://
petstore-demo-endpoint.execute-api.com/petstore/pets/{id} の統合リクエストと統合し
ます。
• petId のメソッドリクエストのパスパラメータを、id の統合リクエストのパスパラメータにマッピン
グします。
1.

[Resources] (リソース) リストで [/petstorewalkthrough/pets/{petId}] を選択し、[Actions] (アクション)
ドロップダウンメニューから [Create Method] (メソッドの作成) を選択して、メソッドの HTTP 動詞
として [GET] を選択します。

2.

[Setup (セットアップ)] ペインで、[統合タイプ] に [HTTP] を選択し、[HTTP メソッド] に [GET] を選
択します。

3.

[Endpoint URL (エンドポイント URL)] に「http://petstore-demo-endpoint.executeapi.com/petstore/pets/{id}」と入力します。

4.

[Save] を選択します。

5.

[メソッドの実行] ペインで [統合タイプ] を選択した後、[URL パスパラメータ] の横の矢印を選択しま
す。

6.

[パスの追加] を選択します。

7.

[Name (名前)] に、「id」と入力します。

8.

[Mapped from (マッピング元)] に「method.request.path.petId」と入力します。
これは petId のメソッドリクエストのパスパラメータを、id の統合リクエストのパスパラメータに
マッピングします。

9.

チェックマークアイコンを選択し、URL パスパラメーターの作成を完了します。

10. [メソッドの実行] を選択し、[クライアント] ボックスで [テスト] を選択します。[パス] エリアの
[petId] に「1」と入力します。
11. [Test (テスト)] を選択します。成功すると、[レスポンス本文] に次の内容が表示されます。
{

}

"id": 1,
"type": "dog",
"price": 249.99

POST メソッドをセットアップしてテストするには
この手順では、以下について示します。
• POST /petstorewalkthrough/pets のメソッドリクエストを作成し、POST http://petstoredemo-endpoint.execute-api.com/petstore/pets の統合リクエストと統合します。
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• メソッドリクエストの JSON ペイロードを、変更せずに統合リクエストペイロードに渡します。
1.

[Resources] (リソース) ペインで [/petstorewalkthrough/pets] を選択し、[Actions] (アクション) ドロッ
プダウンメニューから [Create Method] (メソッドの作成) を選択して、メソッドの HTTP 動詞として
[POST] を選択します。

2.

[Setup (セットアップ)] ペインで、[統合タイプ] に [HTTP] を選択し、[HTTP メソッド] に [POST] を選
択します。

3.

[Endpoint URL (エンドポイント URL)] に「http://petstore-demo-endpoint.executeapi.com/petstore/pets」と入力します。

4.

[Save] を選択します。

5.

[メソッドの実行] ペインの [クライアント] ボックスで、[テスト] を選択します。[リクエストボディ] を
展開した後、次を入力します。
{
}

6.

"type": "dog",
"price": 249.99

[Test (テスト)] を選択します。成功すると、[レスポンス本文] に次の内容が表示されます。
{

}

"pet": {
"type": "dog",
"price": 249.99
},
"message": "success"

ステップ 3: API をデプロイする
このステップでは、API をデプロイして、以降 API Gateway コンソール外で呼び出せるようにします。

API をデプロイする
1.

[リソース] ペインで、[API のデプロイ] を選択します。

2.

[デプロイされるステージ] で、[test] を選択します。

Note
入力は UTF-8 でエンコードされた (ローカライズされていない) テキストである必要がありま
す。
3.

[デプロイメントの説明] に「Calling HTTP endpoint walkthrough」と入力します。

4.

[デプロイ] を選択します。

ステップ 4: API をテストする
このステップでは、API Gateway コンソール外に移動し、API を使用して HTTP エンドポイントにアクセ
スします。
1.

[ステージエディター] ペインの [呼び出し URL] の横で、URL をクリップボードにコピーします。次の
ように表示されます。
https://my-api-id.execute-api.region-id.amazonaws.com/test

2.

ブラウザーの新しいタブのアドレスボックスにこの URL を貼り付けます。
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3.

次のように /petstorewalkthrough/pets を追加します。
https://my-api-id.execute-api.region-id.amazonaws.com/test/petstorewalkthrough/pets

URL を参照します。次の情報が表示されます。
[

{

"id": 1,
"type": "dog",
"price": 249.99

},
{

"id": 2,
"type": "cat",
"price": 124.99

},
{

]

4.

}

"id": 3,
"type": "fish",
"price": 0.99

petstorewalkthrough/pets の後に、「?petType=cat&petsPage=2」と入力します。次のよう
に表示されます。
https://my-api-id.execute-api.region-id.amazonaws.com/test/petstorewalkthrough/pets?
petType=cat&petsPage=2

5.

URL を参照します。次の情報が表示されます。
[

{

"id": 4,
"type": "cat",
"price": 999.99

},
{

"id": 5,
"type": "cat",
"price": 249.99

},
{

]

6.

}

"id": 6,
"type": "cat",
"price": 49.97

petstorewalkthrough/pets の後の「?petType=cat&petsPage=2」を「/1」と置き換えま
す。次のように表示されます。
https://my-api-id.execute-api.region-id.amazonaws.com/test/petstorewalkthrough/pets/1

7.

URL を参照します。次の情報が表示されます。
{

"id": 1,
"type": "dog",
"price": 249.99
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}

8.

ウェブデバッギングプロキシツールまたは cURL コマンドラインツールを使用して、前の手順から
POST メソッドリクエストを URL に送信します。次のように /petstorewalkthrough/pets を追
加します。
https://my-api-id.execute-api.region-id.amazonaws.com/test/petstorewalkthrough/pets

以下のヘッダーを加えます。
Content-Type: application/json

また、リクエストボディに次のコードを追加してください。
{
}

"type": "dog",
"price": 249.99

たとえば、cURL コマンドラインツールを使用する場合は、次のようなコマンドを実行します。
curl -H "Content-Type: application/json" -X POST -d "{\"type\": \"dog\",
\"price\": 249.99}" https://my-api-id.execute-api.region-id.amazonaws.com/test/
petstorewalkthrough/pets

その後、次の情報が応答本文で返されます。
{

}

"pet": {
"type": "dog",
"price": 249.99
},
"message": "success"

このチュートリアルはこれで終了です。

レスポンスペイロードをマッピングする
このチュートリアルでは、API Gateway でモデルとマッピングテンプレートを使用して API コールの出力
を 1 つのデータスキーマから別のものに変換する方法について説明します。この演習は、「API Gateway
の開始方法 (p. 15)」および「API Gateway API のリクエストパラメータをマッピングする (p. 59)」の
手順と概念に基づいています。これらの演習を完了していない場合は、先に完了することを推奨します。
このチュートリアルでは API Gateway を使用し、パブリックにアクセス可能な HTTP エンドポイントと、
今回作成する AWS Lambda 関数からサンプルデータを取得します。HTTP エンドポイントと Lambda 関
数は同じサンプルデータを返します。
[

{

"id": 1,
"type": "dog",
"price": 249.99

},
{

"id": 2,
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"type": "cat",
"price": 124.99

},
{

]

}

"id": 3,
"type": "fish",
"price": 0.99

モデルとマッピングテンプレートを使用し、このデータの出力形式を 1 回以上変換します。API Gateway
では、モデルが一部のデータの形式 (スキーマ、シェイプとも呼ばれます) を定義します。API Gateway
では、一部のデータの形式を変換する目的でマッピングテンプレートが使用されます。詳細については、
「モデルとマッピングテンプレートの使用 (p. 332)」を参照してください。
最初のモデルとマッピングテンプレートは、次のように id から number、type から class、および
price から salesPrice に名前変更する目的で使用されます。
[

{

"number": 1,
"class": "dog",
"salesPrice": 249.99

},
{

"number": 2,
"class": "cat",
"salesPrice": 124.99

},
{

]

}

"number": 3,
"class": "fish",
"salesPrice": 0.99

2 番目のモデルとマッピングテンプレートは、次のように id と type を description に結合
し、price を askingPrice に名前変更する目的で使用されます。
[

{

"description": "Item 1 is a dog.",
"askingPrice": 249.99

},
{

"description": "Item 2 is a cat.",
"askingPrice": 124.99

},
{

]

}

"description": "Item 3 is a fish.",
"askingPrice": 0.99

3 番目のモデルとマッピングテンプレートは、次のように id、type、および price を listings の
セットに結合する目的で使用されます。
{

"listings": [
"Item 1 is a dog. The asking price is 249.99.",
"Item 2 is a cat. The asking price is 124.99.",
"Item 3 is a fish. The asking price is 0.99."
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]

}

トピック
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• ステップ 4: Lambda 関数を作成する (p. 72)
• ステップ 5: メソッドをセットアップしてテストする (p. 73)
• ステップ 6: API をデプロイする (p. 77)
• ステップ 7: API をテストする (p. 77)
• ステップ 8: クリーンアップする (p. 78)

ステップ1: モデルを作成する
このステップでは、4 つのモデルを作成します。最初の 3 つのモデルは、HTTP エンドポイントと
Lambda 関数で使用するデータ出力形式を表します。最後のモデルは、Lambda 関数で使用するデータ入
力スキーマを表します。

最初の出力モデルを作成する
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

MyDemoAPI が表示されている場合は、[Models (モデル)] を選択します。

3.

[Create] を選択します。

4.

[Model name (モデル名)] に「PetsModelNoFlatten」と入力します。

5.

[コンテンツタイプ] に「application/json」と入力します。

6.

[モデルの説明] に「Changes id to number, type to class, and price to
salesPrice」を入力します。

7.

[モデルのスキーマ] に、次の JSON スキーマ互換定義を入力します。
{

}

8.

"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"title": "PetsModelNoFlatten",
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"number": { "type": "integer" },
"class": { "type": "string" },
"salesPrice": { "type": "number" }
}
}

[モデルの作成] を選択します。

2 番目の出力モデルを作成する
1.

[Create] を選択します。

2.

[Model name (モデル名)] に「PetsModelFlattenSome」と入力します。

3.

[コンテンツタイプ] に「application/json」と入力します。

4.

[モデルの説明] に「Combines id and type into description, and changes price to
askingPrice」を入力します。
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5.

[モデルのスキーマ] に、以下を入力します。
{

}

6.

"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"title": "PetsModelFlattenSome",
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"description": { "type": "string" },
"askingPrice": { "type": "number" }
}
}

[モデルの作成] を選択します。

3 番目の出力モデルを作成する
1.

[Create] を選択します。

2.

[Model name (モデル名)] に「PetsModelFlattenAll」と入力します。

3.

[コンテンツタイプ] に「application/json」と入力します。

4.

[モデルの説明] に「Combines id, type, and price into a set of listings」を入力しま
す。

5.

[モデルのスキーマ] に、以下を入力します。
{

}

6.

"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"title": "PetsModelFlattenAll",
"type": "object",
"properties": {
"listings": {
"type": "array",
"items": {
"type": "string"
}
}
}

[モデルの作成] を選択します。

入力モデルを作成する
1.

[Create] を選択します。

2.

[Model name (モデル名)] に「PetsLambdaModel」と入力します。

3.

[コンテンツタイプ] に「application/json」と入力します。

4.

[モデルの説明] に「GetPetsInfo model」を入力します。

5.

[モデルのスキーマ] に、以下を入力します。
{

"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"title": "PetsLambdaModel",
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
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}

6.

}

}

"id": { "type": "integer" },
"type": { "type": "string" },
"price": { "type": "number" }

[モデルの作成] を選択します。

ステップ 2: リソースを作成する
このステップでは、4 つのリソースを作成します。最初の 3 つのリソースは、HTTP エンドポイント
から 3 つの出力形式でサンプルデータを取得するためのものです。最後のリソースは、id と type を
description に結合して price を askingPrice に名前変更する出力スキーマで Lambda 関数からサ
ンプルデータを取得するためのものです。

最初のリソースを作成する
1.

リンク リストで [リソース] を選択します。

2.

[Resources (リソース)] ペインで、[/petstorewalkthrough] を選択し、[Create Resource (リソースの作
成)] を選択します。

3.

[リソース名] に「NoFlatten」を入力します。

4.

[Resource Path (リソースパス)] で、デフォルトの [/petstorewalkthrough/noflatten] をそのまま使用し
て、[Create Resource (リソースの作成)] を選択します。

2 番目のリソースを作成する
1.

[Resources (リソース)] ペインで、[/petstorewalkthrough] をもう一度選択し、[Create Resource (リ
ソースの作成)] を選択します。

2.

[リソース名] に「FlattenSome」を入力します。

3.

[Resource Path (リソースパス)] で、デフォルトの /petstorewalkthrough/flattensome をそのまま使用
して、[Create Resource (リソースの作成)] を選択します。

3 番目のリソースを作成する
1.

[Resources (リソース)] ペインで、[/petstorewalkthrough] をもう一度選択し、[Create Resource (リ
ソースの作成)] を選択します。

2.

[リソース名] に「FlattenAll」を入力します。

3.

[Resource Path (リソースパス)] で、デフォルトの [/petstorewalkthrough/flattenall] をそのまま使用し
て、[Create Resource (リソースの作成)] を選択します。

4 番目のリソースを作成する
1.

[Resources (リソース)] ペインで、[/petstorewalkthrough] をもう一度選択し、[Create Resource (リ
ソースの作成)] を選択します。

2.

[リソース名] に「LambdaFlattenSome」を入力します。

3.

[Resource Path (リソースパス)] で、デフォルトの [/petstorewalkthrough/lambdaflattensome] をそのま
ま使用して、[Create Resource (リソースの作成)] を選択します。

ステップ 3: GET メソッドを作成する
このステップでは、前のステップで作成した各リソース用に GET メソッドを作成します。
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最初の GET メソッドを作成する
1.
2.
3.

[Resources (リソース)] リストで、[/petstorewalkthrough/flattenall] を選択し、[Create Method (メソッ
ドの作成)] を選択します。
ドロップダウンリストから [GET] を選択し、チェックマークアイコンを選択して選択内容を保存しま
す。
[Setup (設定)]ペインで、[Integration type (統合タイプ)] として [HTTP]、[HTTP method (HTTP メソッ
ド)] として [GET] を選択し、[Endpoint URL (エンドポイント URL)] に「http://petstore-demoendpoint.execute-api.com/petstore/pets」と入力して [Save (保存)] を選択します。

2 番目の GET メソッドを作成する
1.

[Resources (リソース)] リストで、[/petstorewalkthrough/lambdaflattensome] を選択し、[Create
Method (メソッドの作成)] を選択します。

2.

ドロップダウンリストから [GET] を選択し、チェックマークを選択して選択内容を保存します。

3.

[Setup (設定)]ペインで、[Integration type (統合タイプ)] として [Lambda Function (Lambda 関数)] を選
択し、[Lambda リージョン] ドロップダウンリストから GetPetsInfo Lambda 関数 (p. 72)を作成
したリージョンを選択します。次に、[Lambda Function (Lambda 関数)] として [GetPetsInfo] を選
択して [Save (保存)] を選択します。Lambda 関数にアクセス許可を追加するよう求められたら、[OK]
を選択します。

3 番目の GET メソッドを作成する
1.
2.
3.

[Resources (リソース)] リストで、[/petstorewalkthrough/flattensome] を選択し、[Create Method (メ
ソッドの作成)] を選択します。
ドロップダウンリストから [GET] を選択し、チェックマークアイコンを選択して選択内容を保存しま
す。
[Setup (設定)] ペインで、[Integration type (統合タイプ)] として [HTTP]、[HTTP method (HTTP メソッ
ド)] として [GET] を選択し、[Endpoint URL (エンドポイント URL)] に「http://petstore-demoendpoint.execute-api.com/petstore/pets」と入力して [Save (保存)] を選択します。

4 番目の GET メソッドを作成する
1.
2.
3.

[Resources (リソース)] リストで、[/petstorewalkthrough/noflatten] を選択し、[Actions (アクション)]、
[Create Method (メソッドの作成)] の順に選択します。
ドロップダウンリストから [GET] を選択し、チェックマークアイコンを選択して選択内容を保存しま
す。
[Setup (設定)] ペインで、[Integration type (統合タイプ)] として [HTTP]、[HTTP method (HTTP メソッ
ド)] として [GET] を選択し、[Endpoint URL (エンドポイント URL)] に「http://petstore-demoendpoint.execute-api.com/petstore/pets」と入力して [Save (保存)] を選択します。

ステップ 4: Lambda 関数を作成する
このステップでは、サンプルデータを返す Lambda 関数を作成します。

Lambda 関数を作成するには
1.
2.

https://console.aws.amazon.com/lambda/ で、AWS Lambda コンソールを開きます。
次のいずれかを行ってください。
• ウェルカムページが表示される場合は、[今すぐ始める] を選択します。
• [Lambda: Function list (Lambda: 関数リスト)] ページが表示される場合は、[Create a Lambda
function (Lambda 関数の作成)] を選択します。
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3.

[Name (名前)] に、「GetPetsInfo」と入力します。

4.

[説明] に「Gets information about pets」と入力します。

5.

[コードテンプレート] で、[なし] を選択します。

6.

次のコードを入力します。
console.log('Loading event');
exports.handler = function(event, context, callback) {
callback(null,
[{"id": 1, "type": "dog", "price": 249.99},
{"id": 2, "type": "cat", "price": 124.99},
{"id": 3, "type": "fish", "price": 0.99}]); // SUCCESS with message
};

Tip
Node.js で書かれた前述のコードで、console.log が Amazon CloudWatch log に情報を書
き込みます。event には、Lambda 関数への入力が含まれています。context には、呼び
出しコンテキストが含まれています。callback は、結果を返します。Lambda 関数コード
の作成方法の詳細については、AWS Lambda: How it Works の「Programming Model」セク
ションと、AWS Lambda デベロッパーガイドのサンプルチュートリアルを参照してくださ
い。
7.

[Handler name (ハンドラ名)] でデフォルトの index.handler を選択します。

8.

[Role (ロール)] で、で作成した Lambda 実行ロール [ApigateWayLambdaExecRole] を選択します
Lambda 統合で API Gateway REST API を構築する (p. 20)。

9.

[Create Lambda function] を選択します。

10. 関数リストで、[GetPetsInfo] を選択して関数の詳細を表示します。
11. この関数を作成した AWS リージョンをメモしておきます。これは、後で必要になります。
12. ポップアップリストで、[関数の編集またはテスト] を選択します。
13. [サンプルイベント] で、表示されたコードを次のように置換します。
{
}

Tip
空の中括弧は、この Lambda 関数に入力値が存在しないことを意味しています。この関数で
は、ペット情報を含む JSON オブジェクトのみ返るため、ここではこれらのキーと値のペア
は必要ありません。
14. [呼び出し] を選択します。[Execution result (実行結果)]
に、[{"id":1,"type":"dog","price":249.99},
{"id":2,"type":"cat","price":124.99},{"id":3,"type":"fish","price":0.99}] が
表示されます。また、同じ内容が CloudWatch Logs ログにも書き込まれます。
15. [Go to function list (関数リストに移動)] を選択します。

ステップ 5: メソッドをセットアップしてテストする
このステップでは、メソッドレスポンス、統合リクエスト、統合レスポンスを設定して、HTTP エンドポ
イントと Lambda; 関数に関連付けられている GET メソッドの入出力データスキーマ (またはモデル) を指
定します。API Gateway コンソールでこれらのメソッドを呼び出してテストする方法についても説明しま
す。
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最初の GET メソッドの統合を設定してテストするには
1.

API の [Resources (リソース)] ツリーから、[/petstorewalkthrough/flattenall] ノードの下の [GET] を選
択します。

2.

[メソッドの実行] ペインで、[メソッドレスポンス] を選択してから [200] の横の矢印を選択します。

3.

[Response Models for 200 (200 のレスポンスモデル)] エリアで、[application/json] の鉛筆アイコンを
選択し、メソッド出力のモデルの設定を開始します。[Models (モデル)] で、[PetsModelFlattenAll] を
選択し、チェックマークアイコンを選択して設定を保存します。

4.

[メソッドの実行]、[統合レスポンス] の順に選択してから、[200] の横の矢印を選択します。

5.

[マッピングテンプレート] セクションを展開し、[Content-Type] で [application/json] を選択します。

6.

[Generate template from model (モデルからテンプレートを作成)] で [PetsModelFlattenAll] を選択し、
開始点として [PetsModelFlattenAll] モデルの後にマッピングテンプレートを表示します。

7.

マッピングテンプレートコードを次のように変更します。
#set($inputRoot = $input.path('$'))
{
"listings" : [
#foreach($elem in $inputRoot)
"Item number $elem.id is a $elem.type. The asking price is
$elem.price."#if($foreach.hasNext),#end
#end
]
}

8.

[Save] を選択します。

9.

[メソッドの実行] を選択し、[クライアント] ボックスで [テスト]、[テスト] の順に選択します。成功す
ると、[レスポンス本文] に次の内容が表示されます。
{

}

"listings" : [
"Item number 1 is a dog. The asking price is 249.99.",
"Item number 2 is a cat. The asking price is 124.99.",
"Item number 3 is a fish. The asking price is 0.99."
]

2 番目の GET メソッドの統合を設定してテストするには
1.

API の [Resources (リソース)] ツリーから、[/petstorewalkthrough/lambdaflattensome] ノードの下の
[GET] を選択します。

2.

[メソッドの実行] で、[メソッドレスポンス] を選択します。次に [200] の横にある矢印を選択してセク
ションを展開します。

3.

[Response Models for 200 (200 のレスポンスモデル)] エリアで、[application/json] のコンテンツタイ
プの行にある鉛筆アイコンを選択します。[Models (モデル)] で [PetsModelFlattenSome] を選択し、
チェックマークアイコンを選択して選択内容を保存します。

4.

[メソッドの実行] に戻ります。[統合レスポンス] を選択し、[200] の横にある矢印を選択します。

5.

[マッピングテンプレート] セクションの [Content-Type] で [application/json] を選択します。

6.

[Generate template (テンプレートの作成)] で [PetsModelFlattenSome] を選択して、このメソッドの出
力のマッピングスクリプトテンプレートを表示します。

7.

コードを次のように変更して、[保存] を選択します。
#set($inputRoot = $input.path('$'))
[
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#foreach($elem in $inputRoot)
{
"description" : "Item $elem.id is a $elem.type.",
"askingPrice" : $elem.price
}#if($foreach.hasNext),#end
#end
]

8.

[メソッドの実行] を選択し、[クライアント] ボックスで [テスト]、[テスト] の順に選択します。成功す
ると、[レスポンス本文] に次の内容が表示されます。
[

{

"description" : "Item 1 is a dog.",
"askingPrice" : 249.99

},
{

"description" : "Item 2 is a cat.",
"askingPrice" : 124.99

},
{

]

}

"description" : "Item 3 is a fish.",
"askingPrice" : 0.99

3 番目の GET メソッドの統合を設定してテストするには
1.

API の [Resources (リソース)] ツリーから、[/petstorewalkthrough/flattensome] ノードの下の [GET] を
選択します。

2.

[メソッドの実行] ペインで、[メソッドレスポンス] を選択します。

3.

の横にある矢印を選択します。。

4.

[Response Models for 200 (200 のレスポンスモデル)] エリアで、[application/json] の鉛筆アイコンを
選択します。[Models (モデル)] で、[PetsModelFlattenSome] を選択し、チェックマークアイコンを選
択して選択内容を保存します。

5.

[メソッドの実行] に戻って、[統合タイプ] を選択します。

6.

[200] の横にある矢印を選択してセクションを展開します。

7.

[マッピングテンプレート] エリアを展開します。[Content-Type] の [application/json] を選択します。
[Generate template (テンプレートの作成)] で [PetsModelFlattenSome] を選択して、このメソッドの出
力のマッピングスクリプトテンプレートを表示します。

8.

次のようにコードを変更します。
#set($inputRoot = $input.path('$'))
[
#foreach($elem in $inputRoot)
{
"description": "Item $elem.id is a $elem.type.",
"askingPrice": $elem.price
}#if($foreach.hasNext),#end
#end
]

9.

[Save] を選択します。

10. [メソッドの実行] に戻って、[クライアント] ボックスの [テスト] を選択します。次に [テスト] を選択
します。成功すると、[レスポンス本文] に次の内容が表示されます。
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[

{

"description": "Item 1 is a dog.",
"askingPrice": 249.99

},
{

"description": "Item 2 is a cat.",
"askingPrice": 124.99

},
{

]

}

"description": "Item 3 is a fish.",
"askingPrice": 0.99

4 番目の GET メソッドの統合を設定してテストするには
1.

API の Resources (リソース) ツリーから、[/petstorewalkthrough/noflatten] ノードの下の [GET] を選択
します。

2.

[メソッドの実行] ペインで、[メソッドレスポンス] を選択して [200] セクションを展開します。

3.

[Response Models for 200 (200 のレスポンスモデル)] エリアで、[application/json] の鉛筆アイコンを
選択して、このメソッドのレスポンスモデルを更新します。

4.

[application/json] のコンテンツタイプのモデルとして [PetsModelNoFlatten] を選択し、チェックマー
クアイコンを選択して選択内容を保存します。

5.

[メソッドの実行]、[統合レスポンス] の順に選択してから、[200] の横の矢印を選択してセクションを
展開します。

6.

[マッピングテンプレート] セクションを展開します。[Content-Type] の [application/json] を選択しま
す。[Generate templates (テンプレートの生成)] で [PetsModelNoFlatten] を選択して、このメソッド
の出力のマッピングスクリプトテンプレートを表示します。

7.

次のようにコードを変更します。
#set($inputRoot = $input.path('$'))
[
#foreach($elem in $inputRoot)
{
"number": $elem.id,
"class": "$elem.type",
"salesPrice": $elem.price
}#if($foreach.hasNext),#end
#end
]

8.

[Save] を選択します。

9.

[メソッドの実行] に戻って、[クライアント] ボックスで [テスト]、[テスト] の順に選択します。成功す
ると、[レスポンス本文] に次の内容が表示されます。
[

{

"number": 1,
"class": "dog",
"salesPrice": 249.99

},
{

"number": 2,
"class": "cat",
"salesPrice": 124.99
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},
{

]

}

"number": 3,
"class": "fish",
"salesPrice": 0.99

ステップ 6: API をデプロイする
このステップでは、API をデプロイして、以降 API Gateway コンソール外で呼び出せるようにします。

API をデプロイする
1.

[リソース] ペインで、[API のデプロイ] を選択します。

2.

[デプロイされるステージ] で、[test] を選択します。

3.

[デプロイメントの説明] に「Using models and mapping templates walkthrough」と入力し
ます。

4.

[デプロイ] を選択します。

ステップ 7: API をテストする
このステップでは、API Gateway コンソール外で HTTP エンドポイントと Lambda 関数を操作します。
1.

[ステージエディター] ペインの [呼び出し URL] の横で、URL をクリップボードにコピーします。次の
ように表示されます。
https://my-api-id.execute-api.region-id.amazonaws.com/test

2.

ブラウザーの新しいタブのアドレスボックスにこの URL を貼り付けます。

3.

次のように /petstorewalkthrough/noflatten を追加します。
https://my-api-id.execute-api.region-id.amazonaws.com/test/petstorewalkthrough/
noflatten

URL を参照します。次の情報が表示されます。
[

{

"number": 1,
"class": "dog",
"salesPrice": 249.99

},
{

"number": 2,
"class": "cat",
"salesPrice": 124.99

},
{

]

}

"number": 3,
"class": "fish",
"salesPrice": 0.99

4.

petstorewalkthrough/ の後、noflatten を flattensome と置き換えます。

5.

URL を参照します。次の情報が表示されます。
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[

{

"description": "Item 1 is a dog.",
"askingPrice": 249.99

},
{

"description": "Item 2 is a cat.",
"askingPrice": 124.99

},
{

]

}

"description": "Item 3 is a fish.",
"askingPrice": 0.99

6.

petstorewalkthrough/ の後、flattensome を flattenall と置き換えます。

7.

URL を参照します。次の情報が表示されます。
{

}

"listings" : [
"Item number 1 is a dog. The asking price is 249.99.",
"Item number 2 is a cat. The asking price is 124.99.",
"Item number 3 is a fish. The asking price is 0.99."
]

8.

petstorewalkthrough/ の後、flattenall を lambdaflattensome と置き換えます。

9.

URL を参照します。次の情報が表示されます。
[

{

"description" : "Item 1 is a dog.",
"askingPrice" : 249.99

},
{

"description" : "Item 2 is a cat.",
"askingPrice" : 124.99

},
{

]

}

"description" : "Item 3 is a fish.",
"askingPrice" : 0.99

ステップ 8: クリーンアップする
このチュートリアルで作成した Lambda 関数が不要になった場合は、削除できます。また、付随する IAM
リソースも削除できます。

Warning
API が依存する Lambda 関数を削除すると、API は機能しなくなります。Lambda 関数の削除は
元に戻すことができません。再度 Lambda 関数を使用するには、関数を再度作成する必要があり
ます。
Lambda 関数が依存している IAM リソースを削除すると、Lambda 関数は機能しなくなります。
また、同関数に依存する API は機能しなくなります。IAM リソースの削除は元に戻すことがで
きません。再度 IAM リソースを使用するには、リソースを再度作成する必要があります。この
チュートリアルや他のチュートリアルで作成したリソースをひき続き試す場合は、Lambda 呼び
出しロールまたは Lambda 実行ロールを削除しないでください。
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Lambda 関数を削除するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS Lambda コンソール (https://
console.aws.amazon.com/lambda/) を開きます。

2.

[Lambda: Function list (Lambda: 関数リスト)] ページの関数リストで、[GetPetsInfo] の横のボタンを選
択した後、[Actions (アクション)]、[Delete (削除)] の順に選択します。プロンプトが表示されたら、再
度 [削除] を選択します。

関連付けられた IAM リソースを削除する
1.

IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。

2.

[詳細] エリアで、[ロール] を選択します。

3.

[ApigateWayLambdaExecRole] を選択し、[Role Actions (ロールアクション)]、[Delete Role (ロールの
削除)] の順に選択します。プロンプトが表示されたら、[Yes, Delete (はい、削除します)] を選択しま
す。

4.

[詳細] エリアで、[ポリシー] を選択します。

5.

[APIGatewayLambdaExecPolicy] を選択し、[Policy Actions (ポリシーアクション)]、[Delete (削除)] の
順に選択します。プロンプトが表示されたら、[削除] を選択します。

この演習はこれで終了です。

チュートリアル: API Gateway のプライベート統合を
使用して REST API をビルドする
プライベート統合による API Gateway API を作成して、お客様が Amazon Virtual Private Cloud (Amazon
VPC) 内の HTTP/HTTPS リソースにアクセスできるようにすることができます。このような VPC リソー
スは、VPC 内の Network Load Balancer の背後にある EC2 インスタンス上の HTTP/HTTPS エンドポイン
トです。Network Load Balancer は、VPC リソースをカプセル化し、受信リクエストをターゲットリソー
スにルーティングします。
クライアントが API を呼び出すと、API Gateway は事前構成された VPC リンクを介して Network Load
Balancer に接続します。VPC リンクは、VpcLink の API Gateway リソースによってカプセル化されてい
ます。VPC リソースへの API メソッドリクエストの転送を担当し、バックエンドレスポンスを呼び出し元
に返します。API デベロッパーにとって、VpcLink は機能的に統合エンドポイントと同等です。
プライベートインテグレーションで API を作成するには、新規の VpcLink を作成するか、目的の VPC
リソースをターゲットとする Network Load Balancer に接続された既存のものを選択する必要がありま
す。VpcLink を作成および管理するための 適切なアクセス権限 (p. 309)が必要です。次に、API メソッ
ドを設定して VpcLink と統合します。そのためには、HTTP または HTTP_PROXY のいずれかを統合タイ
プとして設定し、VPC_LINK を統合の接続タイプとして設定し、統合の VpcLink で connectionId ID
を設定します。

Note
Network Load Balancer と API は、同じ AWS アカウントによって所有されている必要がありま
す。
VPC リソースにアクセスするための API をすばやく作成するために、API Gateway コンソールを使用し
たプライベートインテグレーションを使用して API を構築するための重要なステップについて説明しま
す。API を作成する前に、次の操作を行います。
1. VPC リソースを作成し、同じリージョンのアカウントで Network Load Balancer を作成または選択
し、リソースをホストする EC2 インスタンスを Network Load Balancer のターゲットとして追加
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します。詳細については、「API Gateway のプライベート統合の Network Load Balancer を設定す
る (p. 309)」を参照してください。
2. プライベート統合のための VPC リンクを作成するアクセス許可を付与します。詳細については、
「VPC リンクを作成するためのアクセス許可の付与 (p. 309)」を参照してください。
ターゲットグループに VPC リソースが設定された VPC リソースと Network Load Balancer を作成した
ら、以下の手順に従って API を作成し、プライベート統合の VpcLink を使用して VPC リソースと統合し
ます。

API Gateway コンソールを使用してプライベート統合で API を作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

VPC リンクをまだ作成していない場合は作成します。
a.

プライマリナビゲーションペインから、[VPC links (VPC リンク)] を選択し、[Create (作成)] を選
択します。

b.

[VPC link for REST APIs (REST API の VPC リンク)] を選択します。

c.

名前を入力し、オプションで VPC リンクの説明を入力します。

d.

[Target NLB (ターゲット NLB)] ドロップダウンリストから Network Load Balancer を選択しま
す。
Network Load Balancer がリストに存在するようにした API と同じリージョンで、すでに作成さ
れている Network Load Balancer が必要です。

e.

[作成] を選択して、VPC リンクの作成を開始します。

最初の応答は、VPC リンク ID と VpcLink ステータスの PENDING リソース表現を返します。これ
は、オペレーションが非同期で、完了するまでに約 2～4 分かかるためです。正常に完了すると、ス
テータスは AVAILABLE になります。その間、API の作成に進むことができます。
3.

プライマリナビゲーションペインで、[API] を選択し、[Create API (API の作成)] を選択して、エッジ
最適化された、またはリージョンのエンドポイントタイプの新しい API を作成します。

4.

ルートリソース (/) の場合は、[アクション] ドロップダウンメニューから [メソッドの作成] を選択し
て、GET を選択します。

5.

[/ GET - Setup (/ GET - セットアップ)] ペインで、次のように API メソッド統合を初期化します。
a.

[統合タイプ] として VPC Link を選択します。

b.

[プロキシ統合の使用] を選択します。

c.

[メソッド] ドロップダウンリストから、統合メソッドとして GET を選択します。

d.

[VPC リンク] ドロップダウンリストから [Use Stage Variables] を選択して、下のテキスト
ボックスに ${stageVariables.vpcLinkId} を入力します。
ステージに API をデプロイした後、vpcLinkId ステージ変数を定義し、その値を [Step 2 (ス
テップ 2)] で作成した VpcLink の ID に設定します。

e.

[エンドポイント URL] に URL、たとえば http://myApi.example.com を入力します。
ここでは、ホスト名 (例: myApi.example.com) が統合リクエストの Host ヘッダーを設定する
ために使用されます。

Note
Network Load Balancer (NLB) については、「Network Load Balancer の開始方法」で説
明されているように、必ず NLB DNS 名を使用します。
f.

統合のタイムアウトをカスタマイズする場合を除き、[デフォルトタイムアウトの使用] を選択し
たままにしておきます。
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g.

[保存] を選択し、統合のセットアップを終了します。
プロキシ統合で、API はデプロイできる状態になります。それ以外の場合は、適切なメソッドレ
スポンスと統合レスポンスのセットアップに進む必要があります。

h.

[アクション] ドロップダウンメニューから、[API のデプロイ] を選択し、新規または既存のステー
ジを選択して API をデプロイします。
表示される [呼び出し URL] をメモしておきます。API を呼び出す必要があります。しかし、それ
を行う前に、vpcLinkId ステージ変数を設定する必要があります。

i.

[ステージエディター] パネルで、[ステージ変数] タブを選択し、[ステージ変数の追加] を選択しま
す。
i.

[名前] 列の下に、vpcLinkId と入力します。

ii.

[値] 列の下に、VPC_LINK の ID (例: gix6s7) を入力します。

iii.

チェックマークアイコンを選択してステージ変数を保存します。
ステージ変数を使用すると、ステージ変数の値を変更することで、API の別の VPC リンクに
簡単に切り替えることができます。

これで API の作成は終わりです。他の統合と同様に、API の呼び出しをテストすることができま
す。

チュートリアル: AWS 統合を使用して API Gateway
REST API を構築する
チュートリアル: Lambda プロキシ統合を使用した Hello World REST API の構築 (p. 20) と Lambda 統
合で API Gateway REST API を構築する (p. 20) のトピックではいずれも、API Gateway API を作成
して、統合された Lambda 関数を公開する方法について説明します。さらに、Amazon SNS、Amazon
S3、Amazon Kinesis、AWS Lambda などの AWS のその他サービスを公開する API Gateway API を作成
することもできます。このステップは、AWS 統合で行うことができます。Lambda 統合または Lambda プ
ロキシ統合は、特殊なケースです。ここで、Lambda 関数の呼び出しは、API Gateway API から公開され
ます。
すべての AWS サービスで、これらの機能を公開するための専用 API がサポートされています。ただし、
アプリケーションプロトコルやプログラミングインターフェイスは、サービスによって異なる場合があり
ます。AWS を統合した API Gateway API には、クライアントがさまざまな AWS のサービスにアクセスで
きるように、一貫したアプリケーションプロトコルが使用されているという利点があります。
このチュートリアルでは、Amazon SNS を公開するための API を作成します。API を他の AWS サー
ビスと統合するその他の例については、「Amazon API Gateway のチュートリアルとワークショッ
プ (p. 19)」を参照してください。
Lambda プロキシ統合とは異なり、AWS の他のサービスに対応するプロキシ統合はありません。そのた
め、API メソッドは単一の AWS アクションと統合されます。柔軟性を高めるために、プロキシ統合と同
様、Lambda プロキシ統合をセットアップできます。その後、Lambda 関数が AWS のその他のアクション
のリクエストを解析して処理します。
エンドポイントがタイムアウトになると、API Gateway は再試行しません。API 発信者は、エンドポイン
トのタイムアウトを処理するよう再試行ロジックを実行する必要があります。
このウォークスルーでは、「Lambda 統合で API Gateway REST API を構築する (p. 20)」の手順とコ
ンセプトに基づいて構築します。このウォークスルーを完了していない場合は、先に完了してから、この
チュートリアルに進むことをお勧めします。

81

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
チュートリアル: AWS 統合を使用して API を構築する

トピック
• Prerequisites (p. 82)
• ステップ 1: リソースを作成する (p. 82)
• ステップ 2: GET メソッドを作成する (p. 82)
• ステップ 3: AWS サービスプロキシの実行ロールを作成する (p. 83)
• ステップ 4: メソッドの設定を指定してメソッドをテストする (p. 84)
• ステップ 5: API をデプロイする (p. 85)
• ステップ 6: API をテストする (p. 85)
• ステップ 7: クリーンアップ (p. 85)

Prerequisites
このウォークスルーを開始する前に、次を行う必要があります。
1.

「API Gateway の開始方法の前提条件 (p. 13)」の各ステップを実行します。

2.

IAM でポリシーとロールを作成するためのアクセス許可が IAM ユーザーに付与されていることを確認
します。IAM のポリシーとロールは、このチュートリアルで作成する必要があります。

3.

MyDemoAPI という名前の新しい API を作成します。詳細については、「チュートリアル: HTTP 非プ
ロキシ統合を使用して REST API をビルドする (p. 49)」を参照してください。

4.

test という名前のステージに少なくとも 1 回 API をデプロイします。詳細については、『』の
「 (p. 34)API のデプロイLambda 統合で API Gateway REST API を構築する (p. 20)」を参照し
てください。

5.

「」の残りの設定ステップを完了しますLambda 統合で API Gateway REST API を構築す
る (p. 20)

6.

Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) で少なくとも 1 つのトピックを作成します。デプ
ロイした API を使用して、AWS アカウントに関連付けられている Amazon SNS のトピックのリスト
を取得します。Amazon SNS でトピックを作成する方法については、「トピックの作成」を参照して
ください (ステップ 5 で説明しているトピック ARN をコピーする必要はありません)。

ステップ 1: リソースを作成する
このステップでは、AWS サービスプロキシと AWS サービスのやり取りを可能にするリソースを作成しま
す。

リソースを作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

[MyDemoAPI] を選択します。

3.

[リソース] ペインで、1 つのスラッシュ (/) で表されるリソースのルートを選択し、[リソースの作成]
を選択します。

4.

[リソース名] に「MyDemoAWSProxy」と入力し、[リソースの作成] を選択します。

ステップ 2: GET メソッドを作成する
このステップでは、AWS サービスプロキシと AWS サービスのやり取りを可能にする GET メソッドを作
成します。

GET メソッドを作成するには
1.

[リソース] ペインで、[/mydemoawsproxy] を選択し、[メソッドの作成] を選択します。
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2.

[HTTP メソッド] で、[GET] を選択し、選択内容を保存します。

ステップ 3: AWS サービスプロキシの実行ロールを作成する
このステップでは、AWS サービスプロキシが AWS のサービスとのやり取りするために使用する IAM
ロールを作成します。この IAM ロールは AWS サービスプロキシの実行ロールと呼ばれています。この
ロールがないと、API Gateway は AWS のサービスとやり取りすることはできません。以降の手順で、先
ほど作成した GET メソッドの設定でこのロールを指定します。

AWS サービスプロキシの実行ロールとそのポリシーを作成するには
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.

[ポリシー] を選択します。

3.

次のいずれかを行ってください。
• [管理ポリシーにようこそ] ページが表示された場合は、[ご利用開始にあたって] を選択してから、
[ポリシーの作成] を選択します。
• ポリシーのリストが表示された場合は、[Create Policy (ポリシーの作成)] を選択します。

4.

[JSON] を選択し、以下のテキストを入力します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"*"
],
"Action": [
"sns:ListTopics"
]
}
]

5.

[ポリシーの確認] を選択します。

6.

ポリシーの名前と説明を入力します。

7.

[ポリシーの作成] を選択します。

8.

[Roles (ロール)] を選択します。

9.

[Create Role] を選択します。

10. [Select type of trusted entity] (信頼されたエンティティの種類を選択) で、[AWS Service] (AWS のサー
ビス) を選択してから、[API Gateway] を選択します。
11. [Next: Permissions (次へ: アクセス許可)] を選択します。
12. [次へ: タグ] を選択します。
13. [Next: Review] を選択します。
14. [ロール名] ボックスに、実行ロール名 (APIGatewayAWSProxyExecRole など) を入力後、必要に応
じてこのロールの説明を入力し、[ロールの作成] を選択します。
15. [ロール] リストで、作成したロールを選択します。リストを下にスクロールする必要がある場合があ
ります。
16. 選択したロールで、[ポリシーのアタッチ] を選択します。
17. 前に作成したポリシー (例: APIGatewayAWSProxyExecPolicy) の横にあるチェックボックスをオン
にし、[ポリシーのアタッチ] を選択します。
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18. 先ほど作成したロールには、次の信頼関係があり、アタッチされたポリシーによって許可される任意
のアクションのロールを API Gateway で引き受けることができます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "apigateway.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

[ロール ARN] で、実行ロールの Amazon リソース名 (ARN) をメモします。これは、後で必要になり
ます。ARN は arn:aws:iam::123456789012:role/APIGatewayAWSProxyExecRole のように
なります。ここで、123456789012 はお客様の AWS アカウント ID です。

ステップ 4: メソッドの設定を指定してメソッドをテストする
このステップでは、GET メソッドが AWS サービスプロキシ経由で AWS サービスとやり取りできるよう
に、GET メソッドの設定を指定します。その後、メソッドをテストします。

GET メソッドの設定を指定してそのメソッドをテストするには
1.

API Gateway console コンソールで、MyDemoAPI という名前の API の [リソース] ペイン、[/
mydemoawsproxy] の順に移動し、[GET] を選択します。

2.

[Integration Request (統合リクエスト)]、[AWS のサービス] の順に選択します。

3.

[AWS Region] (AWS リージョン) で、Amazon SNS トピックを取得する AWS リージョンの名前を選
択します。

4.

[AWS サービス] で、[SNS] を選択します。

5.

[HTTP メソッド] で、[GET] を選択します。

6.

[Action (アクション)] に「ListTopics」と入力します。

7.

[Execution Role (実行ロール)] に、実行ロールの ARN を入力します。

8.

[Path Override (パスのオーバーライド)] を空白のままにします。

9.

[Save] を選択します。

10. [メソッドの実行] ペインの [クライアント] ボックスで、[テスト] を選択してから、[テスト] を選択しま
す。正常に終了すると、[レスポンスボディ] に以下のようなレスポンスが表示されます。
{

"ListTopicsResponse": {
"ListTopicsResult": {
"NextToken": null,
"Topics": [
{
"TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:80398EXAMPLE:MySNSTopic-1"
},
{
"TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:80398EXAMPLE:MySNSTopic-2"
},
...
{
"TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:80398EXAMPLE:MySNSTopic-N"
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}

}

}
]
},
"ResponseMetadata": {
"RequestId": "abc1de23-45fa-6789-b0c1-d2e345fa6b78"
}

ステップ 5: API をデプロイする
このステップでは、API をデプロイして、API Gateway コンソール外で呼び出せるようにします。

API をデプロイする
1.

[リソース] ペインで、[API のデプロイ] を選択します。

2.

[デプロイされるステージ] で、[test] を選択します。

3.

[Deployment description] (デプロイの説明) で、Calling AWS service proxy walkthrough と
入力します。

4.

[デプロイ] を選択します。

ステップ 6: API をテストする
このステップでは、API Gateway コンソール外で AWS サービスプロキシを使用して、Amazon SNS サー
ビスとやり取りします。
1.

[ステージエディター] ペインの [呼び出し URL] の横で、URL をクリップボードにコピーします。以下
のようになります。
https://my-api-id.execute-api.region-id.amazonaws.com/test

2.

ブラウザーの新しいタブのアドレスボックスにその URL を貼り付けます。

3.

次のように /mydemoawsproxy を追加します。
https://my-api-id.execute-api.region-id.amazonaws.com/test/mydemoawsproxy

URL を参照します。以下のような情報が表示されます。
{"ListTopicsResponse":{"ListTopicsResult":{"NextToken": null,"Topics":
[{"TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:80398EXAMPLE:MySNSTopic-1"},{"TopicArn":
"arn:aws:sns:us-east-1:80398EXAMPLE:MySNSTopic-2"},...{"TopicArn":
"arn:aws:sns:us-east-1:80398EXAMPLE:MySNSTopic-N}]},"ResponseMetadata":
{"RequestId":"abc1de23-45fa-6789-b0c1-d2e345fa6b78}}}

ステップ 7: クリーンアップ
AWS サービスプロキシの動作に必要な IAM リソースを削除できます。

Warning
AWS サービスプロキシが依存している IAM リソースを削除した場合、そのリソースに依存して
いる AWS サービスプロキシと API はいずれも機能しなくなります。IAM リソースの削除は元に
戻すことができません。その IAM リソースを再び使用する場合は、作成し直す必要があります。
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関連付けられた IAM リソースを削除する
1.

IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。

2.
3.

[詳細] エリアで、[ロール] を選択します。
[APIGatewayAWSProxyExecRole] を選択し、[ロールアクション]、[ロールの削除] の順に選択しま
す。プロンプトが表示されたら、[Yes, Delete (はい、削除します)] を選択します。
[詳細] エリアで、[ポリシー] を選択します。

4.
5.

[APIGatewayAWSProxyExecPolicy] を選択し、[Policy Actions (ポリシーアクション)]、[Delete (削除)]
の順に選択します。プロンプトが表示されたら、[削除] を選択します。

このチュートリアルはこれで終了です。AWS サービスプロキシとしての API 作成の詳細な説明に
ついては、「チュートリアル: API Gateway で REST API を Amazon S3 のプロキシとして作成す
る (p. 105)」、「チュートリアル: 2 つの Calc のサービス統合と 1 つの Lambda 非プロキシ統合を使
用して AWS REST API を作成する (p. 86)」、または「チュートリアル: API Gateway で REST API を
Amazon Kinesis のプロキシとして作成する (p. 131)」を参照してください。

チュートリアル: 2 つの Calc のサービス統合と 1 つ
の Lambda 非プロキシ統合を使用して AWS REST
API を作成する
非プロキシ統合の開始方法 (p. 27)のチュートリアルでは、Lambda Function 統合のみを使用しま
す。Lambda Function 統合は、Lambda 関数を呼び出すために必要なリソースベースのアクセス許可を
自動的に追加するなど、統合設定の大部分を実行する AWS Service 統合タイプの特殊なケースです。こ
こでは、3 つの統合のうち 2 つが AWS Service 統合を使用しています。この統合タイプでは、より細か
く制御できますが、適切なアクセス許可を含む IAM ロールの作成や指定などのタスクを手動で実行する必
要があります。
このチュートリアルでは、基本的な算術演算を実装し、JSON 形式の入出力を受け入れて返す Calc
Lambda 関数を作成します。次に、REST API を作成し、それを Lambda 関数と以下の方法で統合しま
す。
1.

GET リソースで /calc メソッドを公開して Lambda 関数を呼び出し、入力をクエリ文字列パラメー
タとして渡します (AWS Service 統合)。

2.

POST リソースで /calc メソッドを公開して Lambda 関数を呼び出すことにより、メソッドリクエス
トのペイロードに入力を提供します (AWS Service 統合)。

3.

ネストされた GET リソースで /calc/{operand1}/{operand2}/{operator} を公開して Lambda
関数を呼び出し、パスパラメータとして入力を提供します (Lambda Function 統合)。

このチュートリアルを試してみるだけでなく、Calc API 用の OpenAPI 定義ファイル (p. 101)を検討す
ることをお勧めします。これは、the section called “OpenAPI” (p. 438) の API Gateway へのインポート
の指示に従ってインポートできます。
トピック
• AWS アカウントを作成する (p. 87)
• 引き受け可能な IAM ロールを作成する (p. 87)
•
•
•
•
•

Calc Lambda 関数の作成 (p. 89)
Calc Lambda 関数をテストする (p. 89)
Calc API を作成する (p. 91)
統合 1: Lambda 関数を呼び出すためのクエリパラメータを持つ GET メソッドを作成する (p. 91)
統合 2: Lambda 関数を呼び出すための JSON ペイロードを持つ POST メソッドを作成する (p. 93)
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• 統合 3: Lambda 関数を呼び出すためのパスパラメータを持つ GET メソッドを作成する (p. 96)
• Lambda 関数と統合されたサンプル API の OpenAPI 定義 (p. 101)

AWS アカウントを作成する
このチュートリアルを始める前に、AWS アカウントが必要です。
AWS アカウントをお持ちでない場合は、以下の手順を実行してアカウントを作成してください。

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 ルートユーザーが作成されます。ルート
ユーザーには、AWS のサービスアカウントのすべて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ます。

引き受け可能な IAM ロールを作成する
API で Calc Lambda 関数を呼び出すには、API Gateway が引き受け可能な IAM ロールが必要です。これ
は、次の信頼関係を持つ IAM ロールです。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "apigateway.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

作成するロールには Lambda InvokeFunction アクセス許可が必要です。それ以外の場合、API 発信者は
500 Internal Server Error レスポンスを受け取ります。このアクセス許可をロールに付与するに
は、次の IAM ポリシーをアタッチします。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "lambda:InvokeFunction",
"Resource": "*"
}
]

これをすべて実行する方法は次のとおりです。
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API Gateway の引き受け可能な IAM ロールを作成する
1.

IAM コンソールにログインします。

2.

[Roles (ロール)] を選択します。

3.

[Create Role] を選択します。

4.

[Select type of trusted entity] (信頼されたエンティティの種類を選択) の下で、[AWS Service] (AWS
サービス) を選択します。

5.

[このロールを使用するサービスを選択] の下で、[Lambda] を選択します。

6.

[Next: Permissions (次へ: アクセス許可)] を選択します。

7.

[ポリシーの作成] を選択します。
新しい [ポリシーの作成] コンソールウィンドウが開きます。このウィンドウで、以下の操作を行いま
す。
a.

[JSON] タブで、既存のポリシーを以下のポリシーに置き換えます。

{

}

8.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "lambda:InvokeFunction",
"Resource": "*"
}
]

b.

[ポリシーの確認] を選択します。

c.

[ポリシーの確認] で、以下の作業を行います。
i.

[名前] には lambda_execute などの名前を入力します。

ii.

[ポリシーの作成] を選択します。

元の [ロールの作成] ウィンドウで、以下の操作を行います。
a.

[アクセス権限ポリシーをアタッチする] で、ドロップダウンリストから lambda_execute ポリ
シーを選択します。
ポリシーが一覧に表示されていない場合は、一覧の上部にある [refresh (更新)] ボタンをクリック
してください。(ブラウザページを更新しないでください)。

9.

b.

[Next:Tags (次へ: タグ)] を選択します。

c.

[Next: Review] (次のステップ: レビュー) を選択します。

d.

[ロール名] には、lambda_invoke_function_assume_apigw_role などの名前を入力しま
す。

e.

[ロールの作成] を選択します。

ロールのリストから lambda_invoke_function_assume_apigw_role 関数を選択します。

10. [信頼関係] タブを選択します。
11. [Edit trust relationship (信頼関係の編集)] を選択します。
12. 既存のポリシーを以下に置き換えます。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
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{

}

]

}

"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"lambda.amazonaws.com",
"apigateway.amazonaws.com"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"

13. [Update Trust Policy] を選択します。
14. 作成したロールのロール ARN を書き留めます。後で必要になります。

Calc Lambda 関数の作成
次に、 Lambda コンソールを使用して Lambda 関数を作成します。
1.

Lambda コンソールで、[Create function (関数の作成)] をクリックします。

2.

[一から作成] を選択します。

3.

[名前] に「Calc」と入力します。

4.

[ランタイム] を、サポートされている Node.js ランタイムに設定します。

5.

[Create function] (関数の作成) を選択します。

6.

以下の Lambda 関数をコピーし、Lambda コンソールのコードエディターに貼り付けます。
console.log('Loading the Calc function');
exports.handler = function(event, context, callback) {
console.log('Received event:', JSON.stringify(event, null, 2));
if (event.a === undefined || event.b === undefined || event.op === undefined) {
callback("400 Invalid Input");
}
var res = {};
res.a = Number(event.a);
res.b = Number(event.b);
res.op = event.op;
if (isNaN(event.a) || isNaN(event.b)) {
callback("400 Invalid Operand");
}
switch(event.op)
{
case "+":
case "add":
res.c = res.a + res.b;
break;
case "-":
case "sub":
res.c = res.a - res.b;
break;
case "*":
case "mul":
res.c = res.a * res.b;
break;
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case "/":
case "div":
res.c = res.b===0 ? NaN : Number(event.a) / Number(event.b);
break;
default:
callback("400 Invalid Operator");
break;

};

}
callback(null, res);

7.

実行ロールで、[Choose an existing role (既存のロールを選択)] を選択します。

8.

前に作成した lambda_invoke_function_assume_apigw_role ロールのロール ARN を入力しま
す。

9.

[デプロイ] を選択します。

この関数には、a 入力パラメータからの 2 つのオペランド (b と op) および演算子 (event) が必要です。
入力は以下の形式の JSON オブジェクトです。
{

}

"a": "Number" | "String",
"b": "Number" | "String",
"op": "String"

この関数は計算結果 (c) と入力を返します。入力が無効な場合、関数は結果として Null 値または「Invalid
op」文字列のいずれかを返します。出力は以下の JSON 形式になります。
{

}

"a": "Number",
"b": "Number",
"op": "String",
"c": "Number" | "String"

この関数は、次のステップで API と統合する前に、Lambda コンソールでテストする必要があります。

Calc Lambda 関数をテストする
これが、Lambda コンソールで Calc 関数をテストする方法です。
1.

[Saved test events (保存されたテストイベント)] ドロップダウンメニューで、[Configure test events
(テストイベントの設定)] を選択します。

2.

テストイベントの名前として calc2plus5 と入力します。
テストイベントの定義を次のように置き換えます。

3.

{

}

4.

"a": "2",
"b": "5",
"op": "+"

[Save] を選択します。
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5.

[Test (テスト)] を選択します。

6.

[実行結果: 成功] を展開します。次のように表示されます。

{

}

"a": 2,
"b": 5,
"op": "+",
"c": 7

Calc API を作成する
次の手順は、作成したばかりの Calc Lambda 関数用の API を作成する方法を示しています。次のセク
ションでは、リソースとメソッドをそれに追加します。

Calc API を作成する
1.

API Gateway コンソール (https://console.aws.amazon.com/apigateway) にサインインします。

2.

API Gateway を初めて使用する場合は、サービスの特徴を紹介するページが表示されます。[REST
API] で、[構築] を選択します。[Create Example API (サンプル API の作成)] がポップアップ表示され
たら、[OK] を選択します。
API Gateway を使用するのが初めてではない場合、[API を作成)] を選択します。[REST API] で、[ビ
ルド] を選択します。

3.

[Create new API (新しい API の作成)] で、[New API (新しい API)] を選択します。

4.

[API name (API 名)] に「LambdaCalc」と入力します。

5.

[Description (説明)] を空のままにして、[Endpoint Type (エンドポイントタイプ)] を [Regional (リー
ジョン別)] に設定したままにします。

6.

[Create API] を選択します。

統合 1: Lambda 関数を呼び出すためのクエリパラメータを持つ
GET メソッドを作成する
クエリ文字列パラメータを Lambda 関数に渡す GET メソッドを作成することで、ブラウザから API を呼
び出すことができます。この方法は、特にオープンアクセスを許可する API には便利です。

クエリ文字列パラメータを使用して GET メソッドを設定するには
1.

API Gateway コンソールの LambdaCalc API の [Resources (リソース)] で、[/] を選択します。

2.

[Actions (アクション)] ドロップダウンメニューで、[Create Resource (リソースの作成)] を選択しま
す。

3.

[Resource Name (リソース名)] に calc と入力します。

4.

[リソースの作成] を選択します。

5.

先ほど作成した [/calc/] リソースを選択します。

6.

[Actions (アクション)] ドロップダウンメニューから、[Create Method (メソッドの作成)] を選択しま
す。

7.

表示されるメソッドのドロップダウンメニューから、[GET] を選択します。

8.

チェックマークアイコンを選択して、選択を保存します。

9.

次の [Set up (設定)] ペインで、以下の操作を行います。
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a.

[Integration Type] で､[AWS Service] を選択します｡

b.

[AWS リージョン] で、Lambda 関数を作成したリージョン (例: us-west-2) を選択します。

c.

[AWS のサービス] で、[Lambda] を選択します。

d.

この Lambda 関数は、どの AWS サブドメインでもホストされていないため、[AWS サブドメイ
ン] は空白のままにします。

e.

[HTTP method (HTTP メソッド)]で [POST] を選択した後、チェックマークを選択して保存しま
す。Lambda では、すべての Lambda 関数の呼び出しに POST リクエストを使用する必要があり
ます。この例では、フロントエンドのメソッドリクエストの HTTP メソッドは、バックエンドの
統合リクエストとは異なる場合があることを示しています。

f.

[アクションタイプ] として [Use path override] を選択します。このオプションでは、実行す
る Invoke アクションの ARN を指定して Calc 関数を呼び出すことができます。

g.

[Path override] (パス上書き) に /2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:region:account-id:function:Calc/invocations と入力します。こ
こで、region は Lambda 関数を作成したリージョン、account-id は AWS アカウントのアカ
ウント番号です。

h.

[Execution role (実行ロール)] に、以前 (p. 87)に作成した
lambda_invoke_function_assume_apigw_role IAM ロールのロール ARN を入力します。

i.

このメソッドではバイナリデータを扱わないため、[Content Handling (コンテンツの処理)] は
[Passthrough (パススルー)] のままにしておきます。

j.

[デフォルトタイムアウトの使用] チェックボックスをオンのままにしておきます。

k.

[Save] を選択します。

10. [メソッドリクエスト] を選択します。
バックエンド Lambda 関数に代わって入力を受け取ることができるように、/calc で GET メソッドの
クエリパラメータを設定します。
a.

[Request Validator (リクエスト検証)] の横にある鉛筆アイコンを選択し、ドロップダウンメ
ニューから [Validate query string parameters and headers (クエリ文字列パラメータおよびヘッ
ダーの検証)] を選択します。この設定により、クライアントが必要なパラメータを指定しなかっ
た場合に、それらが見つからないことを示すエラーメッセージが返されます。バックエンドへの
呼び出しに対しては料金が請求されません。

b.

チェックマークアイコンを選択して、選択を保存します。

c.

[URL クエリ文字列パラメータ] セクションを展開します。

d.

[クエリ文字列の追加] を選択します。

e.

[Name (名前)] に、「operand1」と入力します。

f.

チェックマークアイコンを選択してパラメータを保存します。

g.

上記のステップを繰り返し、operand2 および operator という名前のパラメータを作成しま
す。

h.

パラメータごとに [必須] オプションを調べて、すべてのパラメータを確認します。

11. [メソッドの実行]、[統合リクエスト] の順に選択し、Calc 関数の要求に応じて、クライアントで指定
したクエリ文字列を統合リクエストのペイロードに変換するためのマッピングテンプレートを設定し
ます。
a.

[マッピングテンプレート] セクションを展開します。

b.

[Request body passthrough (リクエストボディのパススルー)] で [When no template matches the
request Content-Type header (リクエストの Content-Type ヘッダーに一致するテンプレートがな
い場合)] を選択します。

c.

[Content-Type] の [マッピングテンプレートの追加] を選択します。

d.

「application/json」と入力し、チェックマークアイコンを選択してテンプレートエディタを
開きます。

e.

[はい、この統合を保護します] を選択して続行します。
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f.

次のマッピングスクリプトをマッピングテンプレートエディタにコピーします。
{

}

"a": "$input.params('operand1')",
"b": "$input.params('operand2')",
"op": "$input.params('operator')"

このテンプレートでは、[Method Request (メソッドリクエスト)] で宣言した 3 つのクエリ文字列
パラメータは、バックエンド Lambda 関数への入力として、JSON オブジェクトの指定したプロ
パティ値にマッピングされます。変換された JSON オブジェクトは統合リクエストのペイロード
として含まれます。
g.

[Save] を選択します。

12. [メソッドの実行] を選択します。
13. これで、GET メソッドをテストして、このメソッドが Lambda 関数を呼び出すように適切に設定され
ていることを確認できます。
a.

[クエリ文字列] に「operand1=2&operand2=3&operator=+」と入力します。

b.

[Test (テスト)] を選択します。
結果は以下のようになります。

統合 2: Lambda 関数を呼び出すための JSON ペイロードを持つ
POST メソッドを作成する
Lambda 関数を呼び出すための JSON ペイロードを含む POST メソッドを作成することによって、クライ
アントがリクエストボディのバックエンド関数に必要な入力を提供するようにします。クライアントが正
しい入力データをアップロードしたことを確認するために、ペイロードに対してリクエストの検証を有効
にします。

Lambda 関数を呼び出すための JSON ペイロードを持つ POST メソッドを設定するには
1.

API Gateway コンソールに移動します。
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2.

[API] を選択します。

3.

以前に作成した [LambdaCalc] API を選択します。

4.

[リソース] ペインで [/calc] リソースを選択します。

5.

[アクション] メニューから、[メソッドの作成] を選択します。

6.

メソッドのドロップダウンリストから [POST] を選択します。

7.

チェックマークアイコンを選択して、選択を保存します。

8.

次の [Set up (設定)] ペインで、以下の操作を行います。

9.

a.

[Integration Type] で､[AWS Service] を選択します｡

b.

[AWS リージョン] で、Lambda 関数を作成したリージョン (例: us-west-2) を選択します。

c.

[AWS のサービス] で、[Lambda] を選択します。

d.

この Lambda 関数は、どの AWS サブドメインでもホストされていないため、[AWS サブドメイ
ン] は空白のままにします。

e.

[HTTP メソッド] で、[POST] を選択します。この例では、フロントエンドのメソッドリクエス
トの HTTP メソッドは、バックエンドの統合リクエストとは異なる場合があることを示していま
す。

f.

[Action (アクション)] で、[Action Type (アクションタイプ)] に [Use path override] を選択し
ます。このオプションでは、実行する Invoke アクションの ARN を指定して Calc 関数を呼び出
すことができます。

g.

[Path override] (パス上書き) に /2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:region:account-id:function:Calc/invocations を入力します。こ
こで、region は Lambda 関数を作成したリージョン、account-id は AWS アカウントのアカ
ウント番号です。

h.

[Execution role (実行ロール)] に、以前 (p. 87)に作成した
lambda_invoke_function_assume_apigw_role IAM ロールのロール ARN を入力します。

i.

このメソッドではバイナリデータを扱わないため、[Content Handling (コンテンツの処理)] は
[Passthrough (パススルー)] のままにしておきます。

j.

[デフォルトタイムアウトの使用] チェックボックスをオンのままにしておきます。

k.

[Save] を選択します。

API Gateway コンソールのプライマリナビゲーションペインで、LambdaCalc API の下の [Models (モ
デル)] を選択し、メソッドの入力および出力のデータモデルを作成します。
a.

[モデル] ペインの [作成] を選択します。[Model name] (モデル名) に Input と入力し、[Content
type] (コンテンツタイプ) に application/json と入力します。さらに [Model schema] (モデル
のスキーマ) ボックスに次のスキーマ定義をコピーします。
{

}

"type":"object",
"properties":{
"a":{"type":"number"},
"b":{"type":"number"},
"op":{"type":"string"}
},
"title":"Input"

このモデルでは、入力データ構造を記述し、受信リクエストボディを検証します。
b.

[モデルの作成] を選択します。

c.

[モデル] ペインの [作成] を選択します。[Model name] (モデル名) に Output と入力し、[Content
type] (コンテンツタイプ) に application/json と入力します。さらに [Model schema] (モデル
のスキーマ) ボックスに次のスキーマ定義をコピーします。
{
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}

"type":"object",
"properties":{
"c":{"type":"number"}
},
"title":"Output"

このモデルでは、バックエンドの計算結果のデータ構造を記述します。このモデルを使用して統
合レスポンスデータを別のモデルにマッピングできます。このチュートリアルではパススルー動
作を利用するため、このモデルは使用しません。
d.

コンソール画面の上部にある API の API ID を見つけてメモします。これは API 名の後に括弧で
囲んで表示されます。

e.

[Models (モデル)] ペインで [Create (作成)] を選択します。

f.

[Model name (モデル名)] に Result と入力します。

g.

[Content type (コンテンツタイプ)] に application/json と入力します。

h.

次のスキーマ定義 (restapi-id は先にメモした REST API ID) を [Model schema (モデルのス
キーマ)] ボックスにコピーします。
{

"type":"object",
"properties":{
"input":{
"$ref":"https://apigateway.amazonaws.com/restapis/restapi-id/models/
Input"
},
"output":{
"$ref":"https://apigateway.amazonaws.com/restapis/restapi-id/models/
Output"
}
},
"title":"Output"
}

このモデルでは、返されたレスポンスデータのデータ構造を記述します。このモデルは、指定さ
れた API (Input) に定義されている Output スキーマと restapi-id スキーマの両方を参照し
ます。このチュートリアルではパススルー動作を利用するため、このモデルも使用しません。
i.

[モデルの作成] を選択します。

10. メインナビゲーションペインの LambdaCalc API で、[Resources (リソース)] を選択します。
11. [リソース] ペインで、API の POST メソッドを選択します。
12. [メソッドリクエスト] を選択します。
13. [メソッドリクエスト] 構成設定で、以下の操作を行って、受信リクエストボディに対するリクエスト
の検証を有効にします。
a.

[リクエストの検証] の横にある鉛筆アイコンを選択し、[Validate body] を選択します。チェッ
クマークアイコンを選択して、選択を保存します。

b.

[リクエストボディ] セクションを展開し、[モデルの追加] を選択します。

c.

[Content-Type] 入力フィールドに「application/json」と入力し、[モデル名] 列のドロップ
ダウンリストから [Input] を選択します。チェックマークアイコンを選択して、選択を保存しま
す。

14. POST メソッドをテストするには、以下の作業を行います。
a.

[メソッドの実行] を選択します。

b.

[Test (テスト)] を選択します。

15. 次の JSON ペイロードを [リクエストボディ] にコピーします。
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{

}

"a": 1,
"b": 2,
"op": "+"

16. [Test (テスト)] を選択します。
[リクエストボディ] では、次のような出力が表示されます。

{

}

"a": 1,
"b": 2,
"op": "+",
"c": 3

統合 3: Lambda 関数を呼び出すためのパスパラメータを持つ
GET メソッドを作成する
次に、一連のパスパラメータで指定されたリソースで GET メソッドを作成し、バックエンドの Lambda
関数を呼び出します。パスパラメータの値は、Lambda 関数への入力データを指定します。受信パスパラ
メータ値を必要な統合リクエストペイロードにマッピングするためのマッピングテンプレートを使用しま
す。
今回は、API Gateway コンソールに組み込まれている Lambda 統合サポートを使用して、メソッド統合を
設定します。
生成された API リソースの構造は次のようになります。

URL パスパラメータを使用して GET メソッドを設定するには
1.

API Gateway コンソールに移動します。

2.

[API] で、以前に作成した LambdaCalc API を選択します。

3.

API の [リソース] メインナビゲーションペインで、[/calc] を選択します。
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4.

[Actions (アクション)] ドロップダウンメニューから、[Create Resource (リソースの作成)] を選択しま
す。

5.

[リソース名] に「{operand1}」を入力します。

6.

[リソースパス] に「{operand1}」と入力します。

7.

[リソースの作成] を選択します。

8.

先ほど作成した /calc/{operand1} を選択します。

9.

[Actions (アクション)] ドロップダウンメニューから、[Create Resource (リソースの作成)] を選択しま
す。

10. [リソース名] に「{operand2}」を入力します。
11. [リソースパス] に「{operand2}」と入力します。
12. [リソースの作成] を選択します。
13. 先ほど作成した /calc/{operand1}/{operand2} を選択します。
14. [Actions (アクション)] ドロップダウンメニューから、[Create Resource (リソースの作成)] を選択しま
す。
15. [リソースパス] に「{operator}」と入力します。
16. [リソース名] に「{operator}」を入力します。
17. [リソースの作成] を選択します。
18. 先ほど作成した /calc/{operand1}/{operand2}/{operator} を選択します。
19. [アクション] ドロップダウンメニューから、[メソッドの作成] を選択します。
20. [メソッド] ドロップダウンメニューから GET を選択します。
21. [Setup (設定)] ペインで、[統合タイプ] の [Lambda Function] を選択し、コンソールで有効になって
いる合理化されたセットアッププロセスを使用します。
22. [Lambda Region (Lambda リージョン )] で、 リージョン (例: us-west-2) を選択します。これ
は、Lambda 関数がホストされているリージョンです。
23. Lambda 関数の既存の Lambda 関数 (Calc) を選択します。
24. [保存]、[OK] の順に選択して、[Add Permissions to Lambda Function (Lambda 関数にアクセス許可を
追加)] に同意します。
25. [Integration Request (統合リクエスト)] を選択します。
26. マッピングテンプレートを次のようにセットアップします。
a.

[マッピングテンプレート] セクションを展開します。

b.

[When no template matches the requested Content-Type header (リクエストされた Content-Type
ヘッダーと一致するテンプレートがない場合)] のままにしておきます。

c.

[マッピングテンプレートの追加] を選択します。

d.

[Content-Type] に「application/json」と入力し、チェックマークアイコンを選択してテンプ
レートエディタを開きます。

e.

[はい、この統合を保護します] を選択して続行します。

f.

次のマッピングスクリプトをテンプレートエディタにコピーします。
{

"a": "$input.params('operand1')",
"b": "$input.params('operand2')",
"op":
#if($input.params('operator')=='%2F')"/"#{else}"$input.params('operator')"#end

}

このテンプレートでは、/calc/{operand1}/{operand2}/{operator} リソースを作成したときに宣言し
た 3 つの URL パスパラメータが、JSON オブジェクトで指定したプロパティ値にマッピングされ
ます。URL パスは URL エンコードされる必要があるため、除算演算子を %2F ではなく / として
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指定してください。このテンプレート では、%2F を '/' に変換してから Lambda 関数に渡しま
す。
g.

[Save] を選択します。

メソッドが正しく設定されると、設定は次のようになります。

27. GET 関数をテストするには、以下の作業を行います。
a.

[メソッドの実行] を選択します。

b.

[Test (テスト)] を選択します。

c.

[{operand1}]、[{operand2}]、[{operator}] の各フィールドに、それぞれ「1」、「1」、「+」を入
力します。
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d.

[Test (テスト)] を選択します。

e.

結果は以下のようになります。

このテスト結果は、マッピングテンプレートがないため、バックエンドの Lambda 関数からの出力は
そのままマッピングされずに統合レスポンスに渡されています。次に、Result スキーマに従って、
メソッドレスポンスペイロードのデータ構造をモデル化します。
28. デフォルトでは、メソッドレスポンス本文に空のモデルが割り当てられます。これにより、統合レス
ポンス本文がマッピングなしで渡されます。ただし、Java や Objective-C などの厳密に型指定され
た言語のいずれかの SDK を生成すると、SDK ユーザーは空のオブジェクトを結果として受け取りま
す。REST クライアントと SDK クライアントの両方が必要な結果を受け取るためには、事前定義済み
のスキーマを使用してレスポンスデータをモデル化する必要があります。ここでは、メソッドレスポ
ンス本文のモデルを定義し、マッピングテンプレートを構築して統合レスポンス本文をメソッドレス
ポンス本文に変換します。
a.

[/calc/{operand1}/{operand2}/{operator}] を選択します。

b.

[GET] を選択します。

c.

[メソッドの実行] を選択します。

d.

[Method Response (メソッドレスポンス)] を選択します。
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e.

[200] レスポンスを

f.

[Response Body for 200 (200 のレスポンス本文)] で、application/json コンテンツタイプの
モデルの横にある鉛筆アイコンを選択します。

g.

[モデル] ドロップダウンリストから [Result] を選択します。

h.

チェックマークアイコンを選択して、選択を保存します。

メソッドレスポンス本文のモデルを設定すると、レスポンスデータは該当する SDK の Result オブ
ジェクトにキャストされます。それに応じて統合レスポンスデータが確実にマッピングされるように
するには、マッピングテンプレートが必要です。
29. マッピングテンプレートを作成するには、次の手順に従います。
a.

[メソッドの実行] を選択します。

b.

[統合レスポンス] を選択して、200 メソッドレスポンスエントリを展開します。

c.

[マッピングテンプレート] セクションを展開します。

d.

[Content-Type] リストから [application/json] を選択します。

e.

[テンプレートの生成] ドロップダウンリストから [Result] を選択し、Result テンプレート設計
図を表示します。

f.

テンプレート設計図を次のように変更します。
#set($inputRoot = $input.path('$'))
{
"input" : {
"a" : $inputRoot.a,
"b" : $inputRoot.b,
"op" : "$inputRoot.op"
},
"output" : {
"c" : $inputRoot.c
}
}

g.

[Save] を選択します。

30. マッピングテンプレートをテストするには、次の手順に従います。
a.

[メソッドの実行] を選択します。

b.

[Test (テスト)] を選択します。

c.

[operand1]、[operand2]、[operator] の各入力フィールドに、それぞれ「1」、「2」、「+」を入
力します。
Lambda 関数からの統合レスポンスが Result オブジェクトにマッピングされます。

d.

[Test (テスト)] を選択すると、コンソールの [Response Body (レスポンス本文)] の下に次のよう
に表示されます。
{

}

"input": {
"a": 1,
"b": 2,
"op": "+"
},
"output": {
"c": 3
}
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31. この時点では、API Gateway コンソールの [Test Invoke (テスト呼び出し)] を介してのみ API を呼び出
すことができます。クライアントが利用できるようにするには、次のようにデプロイする必要があり
ます。
a.

[アクション] ドロップダウンメニューから [API のデプロイ] を選択します。

b.

[デプロイされるステージ] ドロップダウンメニューから [新しいステージ] を選択します。

c.

[Stage Name (ステージ名)] に test と入力します。

d.

[デプロイ] を選択します。

e.

コンソールウィンドウの上部にある [Invoke URL (URL の呼び出し)] をメモします。Postman や
cURL のようなツールでこれを使用して API をテストできます。

Note
リソースやメソッドを追加、変更、削除したり、データマッピングを更新したり、ステージ設定
を更新したりするときには、必ず API を再デプロイしてください。そうしない場合、新しい機能
やアップデートは API のクライアントには利用できません。

Lambda 関数と統合されたサンプル API の OpenAPI 定義
OpenAPI 2.0

{

"swagger": "2.0",
"info": {
"version": "2017-04-20T04:08:08Z",
"title": "LambdaCalc"
},
"host": "uojnr9hd57.execute-api.us-east-1.amazonaws.com",
"basePath": "/test",
"schemes": [
"https"
],
"paths": {
"/calc": {
"get": {
"consumes": [
"application/json"
],
"produces": [
"application/json"
],
"parameters": [
{
"name": "operand2",
"in": "query",
"required": true,
"type": "string"
},
{
"name": "operator",
"in": "query",
"required": true,
"type": "string"
},
{
"name": "operand1",
"in": "query",
"required": true,
"type": "string"
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}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"schema": {
"$ref": "#/definitions/Result"
},
"headers": {
"operand_1": {
"type": "string"
},
"operand_2": {
"type": "string"
},
"operator": {
"type": "string"
}
}
}
},
"x-amazon-apigateway-request-validator": "Validate query string parameters and
headers",
"x-amazon-apigateway-integration": {
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/apigAwsProxyRole",
"responses": {
"default": {
"statusCode": "200",
"responseParameters": {
"method.response.header.operator": "integration.response.body.op",
"method.response.header.operand_2": "integration.response.body.b",
"method.response.header.operand_1": "integration.response.body.a"
},
"responseTemplates": {
"application/json": "#set($res = $input.path('$'))\n{\n
\"result\":
\"$res.a, $res.b, $res.op => $res.c\",\n \"a\" : \"$res.a\",\n \"b\" : \"$res.b\",\n
\"op\" : \"$res.op\",\n \"c\" : \"$res.c\"\n}"
}
}
},
"uri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:Calc/invocations",
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "POST",
"requestTemplates": {
"application/json": "{\n
\"a\": \"$input.params('operand1')\",\n
\"b
\": \"$input.params('operand2')\", \n
\"op\": \"$input.params('operator')\"
\n}"
},
"type": "aws"
}
},
"post": {
"consumes": [
"application/json"
],
"produces": [
"application/json"
],
"parameters": [
{
"in": "body",
"name": "Input",
"required": true,
"schema": {
"$ref": "#/definitions/Input"
}
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}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"schema": {
"$ref": "#/definitions/Result"
}
}
},
"x-amazon-apigateway-request-validator": "Validate body",
"x-amazon-apigateway-integration": {
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/apigAwsProxyRole",
"responses": {
"default": {
"statusCode": "200",
"responseTemplates": {
"application/json": "#set($inputRoot = $input.path('$'))\n{\n \"a
\" : $inputRoot.a,\n \"b\" : $inputRoot.b,\n \"op\" : $inputRoot.op,\n \"c\" :
$inputRoot.c\n}"
}
}
},
"uri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:Calc/invocations",
"passthroughBehavior": "when_no_templates",
"httpMethod": "POST",
"type": "aws"
}
}
},
"/calc/{operand1}/{operand2}/{operator}": {
"get": {
"consumes": [
"application/json"
],
"produces": [
"application/json"
],
"parameters": [
{
"name": "operand2",
"in": "path",
"required": true,
"type": "string"
},
{
"name": "operator",
"in": "path",
"required": true,
"type": "string"
},
{
"name": "operand1",
"in": "path",
"required": true,
"type": "string"
}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"schema": {
"$ref": "#/definitions/Result"
}
}
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},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/apigAwsProxyRole",
"responses": {
"default": {
"statusCode": "200",
"responseTemplates": {
"application/json": "#set($inputRoot = $input.path('$'))\n{\n
\"input\" : {\n
\"a\" : $inputRoot.a,\n
\"b\" : $inputRoot.b,\n
\"op\" :
\"$inputRoot.op\"\n },\n \"output\" : {\n
\"c\" : $inputRoot.c\n }\n}"
}
}
},
"uri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:Calc/invocations",
"passthroughBehavior": "when_no_templates",
"httpMethod": "POST",
"requestTemplates": {
"application/json": "{\n
\"a\": \"$input.params('operand1')\",\n
\"b\":
\"$input.params('operand2')\",\n
\"op\": #if($input.params('operator')=='%2F')\"/
\"#{else}\"$input.params('operator')\"#end\n
\n}"
},
"contentHandling": "CONVERT_TO_TEXT",
"type": "aws"
}
}
}
},
"definitions": {
"Input": {
"type": "object",
"required": [
"a",
"b",
"op"
],
"properties": {
"a": {
"type": "number"
},
"b": {
"type": "number"
},
"op": {
"type": "string",
"description": "binary op of ['+', 'add', '-', 'sub', '*', 'mul', '%2F',
'div']"
}
},
"title": "Input"
},
"Output": {
"type": "object",
"properties": {
"c": {
"type": "number"
}
},
"title": "Output"
},
"Result": {
"type": "object",
"properties": {
"input": {
"$ref": "#/definitions/Input"
},
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"output": {
"$ref": "#/definitions/Output"
}

},
"title": "Result"

}

}
},
"x-amazon-apigateway-request-validators": {
"Validate body": {
"validateRequestParameters": false,
"validateRequestBody": true
},
"Validate query string parameters and headers": {
"validateRequestParameters": true,
"validateRequestBody": false
}
}

チュートリアル: API Gateway で REST API を
Amazon S3 のプロキシとして作成する
このセクションでは、API Gateway で REST API を Amazon S3 のプロキシとして使用する例とし
て、Amazon S3 の以下のオペレーションを公開するために REST API を作成して設定する方法について説
明します。
• API のルートリソースに対するメソッドとして、呼び出し元のすべての Amazon S3 バケットを一覧表示
する GET を公開する。
• Folder リソースに対するメソッドとして、Amazon S3 バケット内のすべてのオブジェクトを一覧表示す
る GET を公開する。
• Folder リソースに対するメソッドとして、Amazon S3 にバケットを追加する PUT を公開する。
• Folder リソースに対するメソッドとして、Amazon S3 からバケットを削除する DELETE を公開する。
• Folder/Item リソースに対するメソッドとして、Amazon S3 バケットからオブジェクトをダウンロード
する GET を公開する。
• Folder/Item リソースに対するメソッドとして、Amazon S3 バケットにオブジェクトをアップロードす
る PUT を公開する。
• Folder/Item リソースに対するメソッドとして、Amazon S3 バケット内のオブジェクトのメタデータを
取得する HEAD を公開する。
• Folder/Item リソースに対するメソッドとして、Amazon S3 バケットからオブジェクトを削除する
DELETE を公開する。

Note
API Gateway の API を Amazon S3 と統合するには、API Gateway と Amazon S3 の両方のサー
ビスが利用できるリージョンを選択する必要があります。利用できるリージョンについては、
「Amazon API Gateway エンドポイントとクォータ」を参照してください。
Amazon S3 のプロキシとして、「Amazon S3 のプロキシとしてのサンプル API の OpenAPI 定
義 (p. 122)」に示すサンプル API をインポートすることもできます。OpenAPI 定義を使用して API を
インポートする方法については、「OpenAPI を使用した REST API の設定 (p. 438)」を参照してくださ
い。
API Gateway コンソールを使用して API を作成するには、まず AWS アカウントにサインアップする必要
があります。
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AWS アカウントをお持ちでない場合は、以下の手順を実行してアカウントを作成してください。

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 ルートユーザーが作成されます。ルート
ユーザーには、AWS のサービスアカウントのすべて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ます。

トピック
• API で Amazon S3 のアクションを呼び出すための IAM アクセス許可を設定する (p. 106)
• Amazon S3 のリソースを表す API のリソースを作成する (p. 107)
• 呼び出し元の Amazon S3 バケットを一覧表示する API のメソッドを公開する (p. 108)
• Amazon S3 バケットにアクセスする API のメソッドを公開する (p. 114)
• バケット内の Amazon S3 オブジェクトにアクセスする API のメソッドを公開する (p. 117)
• REST API クライアントを使用して API を呼び出す (p. 120)
• Amazon S3 のプロキシとしてのサンプル API の OpenAPI 定義 (p. 122)

API で Amazon S3 のアクションを呼び出すための IAM アクセス
許可を設定する
API で必要な Amazon S3 のアクションを呼び出せるようにするには、IAM ロールに適切な IAM ポリシー
をアタッチする必要があります。次のセクションでは、必要な IAM ロールと IAM ポリシーを確認し、必
要に応じてそれらを作成する方法について説明します。
API で Amazon S3 のバケットやオブジェクトを表示または一覧表示するには、IAM で提供されている
AmazonS3ReadOnlyAccess ポリシーを IAM ロールに使用します。このポリシーの ARN は、以下に示す
ように arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Resource": "*"
}
]

このポリシードキュメントには、Amazon S3 のすべてのリソースに対して、Amazon S3 のすべての Get*
アクションと List* アクションを呼び出せることが定義されています。
API で Amazon S3 のバケットやオブジェクトを更新するには、次のような Amazon S3 のすべての Put*
アクションに対するカスタムポリシーを使用します。
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:Put*",
"Resource": "*"
}
]

API で Amazon S3 の Get* アクション、List* アクション、Put* アクションを使用するには、上記の読
み取り専用と Put 専用のポリシーを IAM ロールに追加します。
API で Amazon S3 の Post* アクションを呼び出すには、s3:Post* アクションを許可するポリシーを
IAM ロールに使用する必要があります。Amazon S3 のアクションの一覧については、「Amazon S3 アク
ション」を参照してください。
API で Amazon S3 のバケットやオブジェクトを作成、表示、更新、削除するには、IAM で提供されてい
る AmazonS3FullAccess ポリシーを IAM ロールに使用します。ARN は、arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonS3FullAccess です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": "*"
}
]

使用する IAM ポリシーを選択したら、IAM ロールを作成してポリシーをアタッチします。最終的な IAM
ロールには、ランタイムに API Gateway がこのロールを引き受けるために、次のような信頼ポリシーが含
まれている必要があります。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "apigateway.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

IAM コンソールを使用してロールを作成する場合は、[Amazon API Gateway] ロールタイプを選択する
と、この信頼ポリシーを自動的に含めることができます。

Amazon S3 のリソースを表す API のリソースを作成する
API のルート (/) リソースを、認証された呼び出し元の Amazon S3 バケットのコンテナとして使用しま
す。また、特定の Amazon S3 バケットと特定の Amazon S3 オブジェクトを表すために、Folder リソー
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スと Item リソースをそれぞれ作成します。フォルダ名とオブジェクトキーは、発信者により、リクエス
ト URL の一部としてパスパラメーターの形式で指定されます。

Note
オブジェクトキーに / やその他の特殊文字が含まれているオブジェクトにアクセスする場
合は、文字を URL エンコードする必要があります。たとえば、test/test.txt は test
%2Ftest.txt にエンコードする必要があります。

Amazon S3 サービスの機能を公開する API のリソースを作成するには
1.

API Gateway コンソールで、「MyS3」という名前の API を作成します。この API のルートリソース
(/) は Amazon S3 サービスを表します。

2.

API のルートリソースの下に、Folder という名前の子リソースを作成し、必要な [リソースパス] を [/
{folder}] に設定します。

3.

API の Folder リソースに対し、Item という子リソースを作成します。必要な [リソースパス] を [/
{item}] に設定します。

呼び出し元の Amazon S3 バケットを一覧表示する API のメソッ
ドを公開する
呼び出し元の Amazon S3 バケットの一覧を取得するには、Amazon S3 に対して GET サービスアクショ
ンを呼び出す必要があります。API のルートリソース (/) で、GET メソッドを作成します。GET メソッド
を設定して Amazon S3 と統合するには、以下の手順に従います。

API の GET / メソッドを作成し、初期化するには
1.

[Resources] (リソース) パネルの右上隅にある [Actions] (アクション) ドロップダウンメニューから
ルートノード (/) での [Create method] (メソッドの作成) を選択します。

2.

HTTP 動詞のドロップダウンリストから GET を選択し、メソッドの作成を開始するチェックマークア
イコンを選択します。
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3.

[/ - GET - Setup] ペインで、[AWSIntegration type] (統合タイプ) として [AWS Service] (AWS のサービ
ス) を選択します。

4.

リストから、[us-west-2 RegionAWS] のリージョン (例: ) を選択します。

5.

[AWS Service] (AWS のサービス) から、[S3] を選択します。

6.

[AWS Subdomain] ( サブドメイン) は、空のままにします。

7.

[HTTP メソッド] から、[GET] を選択します。

8.

[アクションタイプ] で、[パス上書きの使用] を選択します。パスの上書きを使用すると、API Gateway
はクライアントのリクエストを対応する Amazon S3 の REST API のパス形式のリクエストとし
て Amazon S3 に転送します。このリクエストでは、Amazon S3 のリソースは s3-host-name/
bucket/key 形式のリソースパスで表されます。API Gateway は s3-host-name を設定し、クライ
アントが指定した bucket と key をクライアントから Amazon S3 に渡します。

9.

(オプション) [パス上書き] に「/」と入力します。

10. IAM コンソールから作成しておいた IAM ロールの ARN をコピーして、[Execution role (実行ロール)]
に貼り付けます。
11. 他の設定はすべてデフォルトのままにしておきます。
12. [保存] を選択して、このメソッドの設定を完了します。
この設定には、フロントエンドの GET https://your-api-host/stage/ リクエストとバックエンド
の GET https://your-s3-host/ が含まれます。

Note
初回の設定後、メソッドの [統合リクエスト] ページでこれらの設定を変更できます。
Amazon の API のこのメソッドを誰が呼び出すことができるかを制御するため、メソッド認証フラグをオ
ンにし、AWS_IAM に設定します。

IAM で GET / メソッドへのアクセスをコントロールできるようにするには
1.

[メソッドの実行] で [メソッドリクエスト] を選択します。

2.

[認可] の横の鉛筆アイコンを選択します。

3.

ドロップダウンリストから [AWS_IAM] を選択します。

4.

チェックマークアイコンを選択して、設定を保存します。
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Amazon の API が発信者に正常なレスポンスと例外を正しく返せるようにするには、[メソッドレスポン
ス] で 200、400、500 のレスポンスを宣言します。200 レスポンスのデフォルトのマッピングを使用し、
ここで宣言されていないステータスコードのバックエンドレスポンスが発信者に 200 レスポンスとして返
されるようにします。

GET / メソッドのレスポンスタイプを宣言するには
1.

[メソッドの実行] ペインで、[メソッドレスポンス] のボックスを選択します。API Gateway は、デ
フォルトで 200 のレスポンスを宣言します。

2.

[Add response (レスポンスの追加)] を選択し、入力テキストボックスに 400 と入力したら、宣言を終
了するチェックマークを選択します。

3.

上記の手順を繰り返し、500 のレスポンスタイプを宣言します。最終的な設定は、次のようになりま
す。

成功の統合レスポンスは Amazon S3 からバケットの一覧を XML ペイロードとして返し、API Gateway
のデフォルトのメソッドレスポンスは JSON ペイロードを返すため、バックエンドの Content-Type
ヘッダーパラメータ値をフロントエンドの Content-Type ヘッダーパラメータ値とマッピングする必要
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があります。そうしないと、クライアントは、レスポンスの本文が実際には XML 文字列である場合に
application/json のコンテンツタイプを受け取ってしまいます。以下に、設定の手順を示します。さ
らに、クライアントに Date や Content-Length などの他のヘッダーパラメーターも表示します。

GET / メソッドのレスポンスヘッダーのマッピングを設定する
1.

API Gateway コンソールで、[Method Response (メソッドレスポンス)] を選択します。200 レスポン
スタイプに [Content-Type] ヘッダーを追加します。

2.

[統合レスポンス] で、メソッドレスポンスの [Content-Type] に
「integration.response.header.Content-Type」と入力します。
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上記のヘッダーのマッピングでは、API Gateway はバックエンドの Date ヘッダーを Timestamp
ヘッダーに変換してクライアントに返します。
3.

[統合レスポンス] で、[統合レスポンスの追加] を選択し、残りのメソッドレスポンスステータスの
[HTTP status regex (HTTP ステータス正規表現)] テキストボックスに適切な正規表現を入力します。
すべてのメソッドレスポンスステータスで手順を繰り返します。
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ここで、設定してきた API をテストしてみましょう。

API のルートリソースに対する GET メソッドをテストする
1.

[メソッドの実行] に戻り、[クライアント] ボックスで [テスト] を選択します。

2.

[GET / - メソッドテスト] ペインの [テスト] を選択します。結果は次のようになります。
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Note
API Gateway コンソールを使用して API を Amazon S3 のプロキシとしてテストするには、対
象の S3 バケットが API とは異なるリージョンにあることを確認してください。それ以外の場
合、500 Internal Server Error レスポンスが返される可能性があります。この制限は、デプロイさ
れた API には適用されません。

Amazon S3 バケットにアクセスする API のメソッドを公開する
ここでは、Amazon S3 バケットでバケット内のオブジェクトの一覧表示、新しいバケットの作成、既存の
バケットの削除を行う GET、PUT、DELETE の各メソッドを /{folder} リソースで公開します。手順は、呼
び出し元の Amazon S3 バケットを一覧表示する API のメソッドを公開する (p. 108) で説明されている
手順と同様です。以下で、一般的なタスクの概要を説明し、重要な相違点に焦点を当てます。

GET、PUT、DELETE の各メソッドをフォルダリソース上で公開するには
1.
2.

[リソース] ツリーの [/{folder}] ノードで、DELETE、GET、PUT の各メソッドを 1 つずつ作成しま
す。
作成した各メソッドとそれに対応する Amazon S3 エンドポイントの統合の初期設定を行います。次
のスクリーンショットは、PUT /{folder} メソッドの設定です。DELETE /{folder} と GET /
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{folder} の各メソッドについては、[HTTP method] (HTTP メソッド) の PUT 値をそれぞれ DELETE
と GET に置き換えます。

Amazon S3 エンドポイントの URL でバケットを指定するために {bucket} パスパラメータを使用し
ていることに注意してください。メソッドリクエストの {folder} パスパラメータを統合リクエスト
の {bucket} パスパラメータにマッピングする必要があります。
3.

4.

{folder} を {bucket} にマッピングするには
a.

[メソッドの実行]、[統合リクエスト] の順に選択します。

b.

[URL パスパラメータ] を展開し、[パスの追加] を選択します。

c.

[名前] 列に bucket と入力し、[マッピング元] 列に method.request.path.folder と入力し
ます。チェックマークアイコンを選択して、マッピングを保存します。

[メソッドリクエスト] で、Content-Type を [HTTP リクエストヘッダー] セクションに追加します。
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これは主に、API Gateway コンソールを使用して XML ペイロードに application/xml を指定する
必要がある場合のテストで必要になります。
5.

[Integration Request] (統合リクエスト) で、「呼び出し元の Amazon S3 バケットを一覧表示する
API のメソッドを公開する (p. 108)」の手順に従って Content-Type ヘッダーのマッピングを
method.request.header.Content-Type に設定します。

6.

PUT メソッドをテストするには、[Method Execution] (メソッドの実行) の [Client] (クライアント) ボッ
クスで [Test] (テスト) を選択して、以下をテストの入力として入力します。
a.

[フォルダ] にバケット名を入力します。

b.

[Content-Type] ヘッダーに「application/xml」と入力します。

c.

[リクエストボディ] で、ロケーションの制約としてバケットリージョンを指定します。このリー
ジョンは、リクエストのペイロードとして XML フラグメントで宣言されています。例えば、
<CreateBucketConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
<LocationConstraint>{region}</LocationConstraint>
</CreateBucketConfiguration>

7.

API の /{folder} リソースに対する GET および DELETE メソッドを作成して設定する前述の手順を繰
り返します。
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上の例は、指定のリージョンで新しいバケットを作成し、バケット内のオブジェクトのリストを表示し
て、バケットを削除する方法を示しています。その他にも、Amazon S3 バケットのメタデータやプロパ
ティを使用できるオペレーションがあります。例えば、API で Amazon S3 の PUT /?notification アクショ
ンを呼び出してバケットに通知を設定したり、PUT /?acl を呼び出してバケットにアクセスコントロール
リストを設定したりすることができます。API の設定は同様ですが、Amazon S3 エンドポイントの URL
に適切なクエリパラメータを追加する必要があります。実行時に、メソッドリクエストに適切な XML ペ
イロードを指定する必要があります。Amazon S3 バケットに対して GET と DELETE のその他のオペレー
ションをサポートする場合も同様です。バケットに対して実行できる Amazon S3 のアクションの詳細に
ついては、Amazon S3 Operations on Buckets を参照してください。

バケット内の Amazon S3 オブジェクトにアクセスする API のメ
ソッドを公開する
Amazon S3 では、GET、DELETE、HEAD、OPTIONS、POST、PUT の各アクションで特定のバケット
内のオブジェクトにアクセスし、管理することができます。サポートされているアクションの一覧につい
ては、Amazon S3 Operations on Objects を参照してください。
このチュートリアルでは、PUT Object オペレーション、GET Object オペレーション、HEAD Object オ
ペレーション、DELETE Object オペレーションを API のメソッドの PUT /{folder}/{item}、GET /
{folder}/{item}、HEAD /{folder}/{item}、DELETE /{folder}/{item} でそれぞれ公開しま
す。
/{folder}/{item} 上の PUT、GET、DELETE の各メソッドの API セットアップは、/{folder}
上のそれと同様です。これについては、Amazon S3 バケットにアクセスする API のメソッドを公開す
る (p. 114) に記述があります。1 つの大きな違いは、オブジェクト関連のリクエストパスに {item} の
追加のパスパラメータが含まれていることです。このパスパラメータは {object} の 統合リクエストに
マッピングする必要があります。
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GET メソッドと DELETE メソッドにも同じことが当てはまります。
次のスクリーンショットは、API Gateway コンソールを使用して、{folder}/{item} リソースに対する
GET メソッドをテストしたときの結果を示しています。このリクエストでは、指定の Amazon S3 バケッ
ト (apig-demo) の指定のファイル (README.txt) のコンテンツとして、プレーンテキスト (「Welcome to
README.txt」) が正しく返されています。
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API Gateway で UTF-8 でエンコードされた JSON 以外のコンテンツとみなされるバイナリファイルをダ
ウンロードまたはアップロードするには、API に追加の設定が必要です。次のように説明されています。

S3 からバイナリファイルをダウンロードまたは S3 にアップロードするには
1.

影響を受けるファイルのメディアの種類を API の binaryMediaTypes に登録します。これは、コン
ソールで登録できます。
a.

API の [Settings (設定)] を選択します。

b.

[Binary Media Types (バイナリメディアタイプ)] で、[Add Binary Media Type (バイナリメディア
タイプの追加)] を選択します。

c.

必要なメディアタイプ (image/png など) を入力します。
[変更の保存] を選択して設定を保存します。

d.
2.

3.

Content-Type ヘッダー (アップロードの場合) と Accept ヘッダー (ダウンロードの場合) をメソッ
ドリクエストに追加し、必要なバイナリメディアタイプを指定するようにクライアントに要求して、
統合リクエストにマッピングします。
登録リクエスト (アップロードの場合) および 統合レスポンス (ダウンロードの場合) で、[コンテンツ
の処理] を [Passthrough] に設定します。影響のあるコンテンツタイプで定義されているマッピン
グテンプレートがないことを確認します。詳細については、「統合パススルーの動作 (p. 364)」と
「VTL マッピングテンプレートを選択する (p. 363)」を参照してください。
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ペイロードサイズの上限は 10 MB です。「REST API の設定および実行に関する API Gateway クォー
タ (p. 844)」を参照してください。
Amazon S3 のファイルのメタデータに正しいコンテンツタイプが追加されていることを確認してくださ
い。ストリーミング可能なメディアコンテンツの場合も、Content-Disposition:inline をメタデー
タに追加する必要がある場合があります。
API Gateway でのバイナリのサポートの詳細については、「API Gateway でのコンテンツタイプの変
換 (p. 394)」を参照してください。

REST API クライアントを使用して API を呼び出す
エンドツーエンドのチュートリアルを提供するため、ここで AWS IAM 認証をサポートする Postman を使
用して API を呼び出す方法を説明します。

Postman を使用して Amazon S3 のプロキシの API を呼び出すには
1.

API をデプロイまたは再デプロイします。[ステージエディター] の最上部にある [呼び出し URL] の横
に表示された API のベース URL を書き留めます。

2.
3.

Postman を起動します。
[Authorization] (認可) を選択し、次に AWS Signature を選択します。[AccessKey] と [SecretKey] の
それぞれの入力フィールドに、IAM ユーザーのアクセスキー ID とシークレットアクセスキーを入力し
ます。[AWS Region]] (AWS リージョン) テキストボックスに API のデプロイ先の AWS リージョンを
入力します。[サービス名] 入力フィールドに execute-api と入力します。
キーのペアは、IAM マネジメントコンソールの IAM ユーザーアカウントの [Security Credentials (認証
情報)] タブで作成できます。

4.

次の手順に従って、apig-demo-5 リージョンの Amazon S3 アカウントに {region} という名前の
バケットを追加します。

Note
バケット名がグローバルに一意であることを確認します。
a.

ドロップダウンリストから [PUT] を選択し、メソッド URL (https://api-id.executeapi.aws-region.amazonaws.com/stage/folder-name) を入力します。

b.

Content-Type ヘッダーの値を application/xml に設定します。コンテンツタイプを設定す
る前に、既存のヘッダーを削除しなければならない場合があります。
[本文] メニュー項目を選択し、リクエストの本文として次の XML フラグメントを入力します。

c.

<CreateBucketConfiguration>
<LocationConstraint>{region}</LocationConstraint>
</CreateBucketConfiguration>

d.
5.

[送信] を選択してリクエストを送信します。成功したときは、空のペイロードを持つ 200 OK の
レスポンスを受け取ります。

バケットにテキストファイルを追加するには、上記の手順に従います。apig-demo-5 に対して
{folder} というバケット名を指定し、URL の中の Readme.txt に {item} というファイル名を指
定して、ファイルの内容として Hello, World! というテキスト文字列を入力した場合 (したがって
それをリクエストペイロードにした場合)、リクエストは次のようになります。
PUT /S3/apig-demo-5/Readme.txt HTTP/1.1
Host: 9gn28ca086.execute-api.{region}.amazonaws.com
Content-Type: application/xml
X-Amz-Date: 20161015T062647Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access-key-id/20161015/{region}/executeapi/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date,
Signature=ccadb877bdb0d395ca38cc47e18a0d76bb5eaf17007d11e40bf6fb63d28c705b
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Cache-Control: no-cache
Postman-Token: 6135d315-9cc4-8af8-1757-90871d00847e
Hello, World!

すべてが正常に機能したときは、空のペイロードを持つ 200 OK レスポンスを受け取ります。
6.

先ほど Readme.txt バケットに追加した apig-demo-5 ファイルのコンテンツを取得するには、次
のような GET リクエストを実行します。
GET /S3/apig-demo-5/Readme.txt HTTP/1.1
Host: 9gn28ca086.execute-api.{region}.amazonaws.com
Content-Type: application/xml
X-Amz-Date: 20161015T063759Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access-key-id/20161015/{region}/
execute-api/aws4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-date,
Signature=ba09b72b585acf0e578e6ad02555c00e24b420b59025bc7bb8d3f7aed1471339
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: d60fcb59-d335-52f7-0025-5bd96928098a

成功したときは、200 OK というテキスト文字列のペイロードを持つ Hello, World! レスポンスを
受け取ります。
7.

apig-demo-5 バケット内の項目をリストするには、次のリクエストを送信します。
GET /S3/apig-demo-5 HTTP/1.1
Host: 9gn28ca086.execute-api.{region}.amazonaws.com
Content-Type: application/xml
X-Amz-Date: 20161015T064324Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access-key-id/20161015/{region}/
execute-api/aws4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-date,
Signature=4ac9bd4574a14e01568134fd16814534d9951649d3a22b3b0db9f1f5cd4dd0ac
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: 9c43020a-966f-61e1-81af-4c49ad8d1392

成功したときは、このリクエストを送信する前にバケットにファイルを追加した場合を除き、指定の
バケット内に項目が 1 つだけ表示されている XML ペイロードを持った 200 OK レスポンスを受け取
ります。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ListBucketResult xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
<Name>apig-demo-5</Name>
<Prefix></Prefix>
<Marker></Marker>
<MaxKeys>1000</MaxKeys>
<IsTruncated>false</IsTruncated>
<Contents>
<Key>Readme.txt</Key>
<LastModified>2016-10-15T06:26:48.000Z</LastModified>
<ETag>"65a8e27d8879283831b664bd8b7f0ad4"</ETag>
<Size>13</Size>
<Owner>
<ID>06e4b09e9d...603addd12ee</ID>
<DisplayName>user-name</DisplayName>
</Owner>
<StorageClass>STANDARD</StorageClass>
</Contents>
</ListBucketResult>
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Note
画像をアップロードまたはダウンロードするには、処理したコンテンツを [バイナリに変換] に設
定する必要があります。

Amazon S3 のプロキシとしてのサンプル API の OpenAPI 定義
以下の OpenAPI 定義は、このチュートリアルで紹介されている Amazon S3 のプロキシとしてのサンプル
API を記述したものです。
OpenAPI 2.0
{

"swagger": "2.0",
"info": {
"version": "2016-10-13T23:04:43Z",
"title": "MyS3"
},
"host": "9gn28ca086.execute-api.{region}.amazonaws.com",
"basePath": "/S3",
"schemes": [
"https"
],
"paths": {
"/": {
"get": {
"produces": [
"application/json"
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"schema": {
"$ref": "#/definitions/Empty"
},
"headers": {
"Content-Length": {
"type": "string"
},
"Timestamp": {
"type": "string"
},
"Content-Type": {
"type": "string"
}
}
},
"400": {
"description": "400 response"
},
"500": {
"description": "500 response"
}
},
"security": [
{
"sigv4": []
}
],
"x-amazon-apigateway-integration": {
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/apigAwsProxyRole",
"responses": {
"4\\d{2}": {
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"statusCode": "400"
},
"default": {
"statusCode": "200",
"responseParameters": {
"method.response.header.Content-Type":
"integration.response.header.Content-Type",
"method.response.header.Content-Length":
"integration.response.header.Content-Length",
"method.response.header.Timestamp": "integration.response.header.Date"
}
},
"5\\d{2}": {
"statusCode": "500"
}
},
"uri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:s3:path//",
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "GET",
"type": "aws"
}
}
},
"/{folder}": {
"get": {
"produces": [
"application/json"
],
"parameters": [
{
"name": "folder",
"in": "path",
"required": true,
"type": "string"
}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"schema": {
"$ref": "#/definitions/Empty"
},
"headers": {
"Content-Length": {
"type": "string"
},
"Date": {
"type": "string"
},
"Content-Type": {
"type": "string"
}
}
},
"400": {
"description": "400 response"
},
"500": {
"description": "500 response"
}
},
"security": [
{
"sigv4": []
}
],
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"x-amazon-apigateway-integration": {
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/apigAwsProxyRole",
"responses": {
"4\\d{2}": {
"statusCode": "400"
},
"default": {
"statusCode": "200",
"responseParameters": {
"method.response.header.Content-Type":
"integration.response.header.Content-Type",
"method.response.header.Date": "integration.response.header.Date",
"method.response.header.Content-Length":
"integration.response.header.content-length"
}
},
"5\\d{2}": {
"statusCode": "500"
}
},
"requestParameters": {
"integration.request.path.bucket": "method.request.path.folder"
},
"uri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:s3:path/{bucket}",
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "GET",
"type": "aws"
}
},
"put": {
"produces": [
"application/json"
],
"parameters": [
{
"name": "Content-Type",
"in": "header",
"required": false,
"type": "string"
},
{
"name": "folder",
"in": "path",
"required": true,
"type": "string"
}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"schema": {
"$ref": "#/definitions/Empty"
},
"headers": {
"Content-Length": {
"type": "string"
},
"Content-Type": {
"type": "string"
}
}
},
"400": {
"description": "400 response"
},
"500": {
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"description": "500 response"
}
},
"security": [
{
"sigv4": []
}
],
"x-amazon-apigateway-integration": {
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/apigAwsProxyRole",
"responses": {
"4\\d{2}": {
"statusCode": "400"
},
"default": {
"statusCode": "200",
"responseParameters": {
"method.response.header.Content-Type":
"integration.response.header.Content-Type",
"method.response.header.Content-Length":
"integration.response.header.Content-Length"
}
},
"5\\d{2}": {
"statusCode": "500"
}
},
"requestParameters": {
"integration.request.path.bucket": "method.request.path.folder",
"integration.request.header.Content-Type": "method.request.header.ContentType"
},
"uri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:s3:path/{bucket}",
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "PUT",
"type": "aws"
}
},
"delete": {
"produces": [
"application/json"
],
"parameters": [
{
"name": "folder",
"in": "path",
"required": true,
"type": "string"
}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"schema": {
"$ref": "#/definitions/Empty"
},
"headers": {
"Date": {
"type": "string"
},
"Content-Type": {
"type": "string"
}
}
},
"400": {
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"description": "400 response"
},
"500": {
"description": "500 response"
}
},
"security": [
{
"sigv4": []
}
],
"x-amazon-apigateway-integration": {
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/apigAwsProxyRole",
"responses": {
"4\\d{2}": {
"statusCode": "400"
},
"default": {
"statusCode": "200",
"responseParameters": {
"method.response.header.Content-Type":
"integration.response.header.Content-Type",
"method.response.header.Date": "integration.response.header.Date"
}
},
"5\\d{2}": {
"statusCode": "500"
}
},
"requestParameters": {
"integration.request.path.bucket": "method.request.path.folder"
},
"uri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:s3:path/{bucket}",
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "DELETE",
"type": "aws"
}
}
},
"/{folder}/{item}": {
"get": {
"produces": [
"application/json"
],
"parameters": [
{
"name": "item",
"in": "path",
"required": true,
"type": "string"
},
{
"name": "folder",
"in": "path",
"required": true,
"type": "string"
}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"schema": {
"$ref": "#/definitions/Empty"
},
"headers": {
"content-type": {
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"type": "string"
},
"Content-Type": {
"type": "string"
}

}
},
"400": {
"description": "400 response"
},
"500": {
"description": "500 response"
}
},
"security": [
{
"sigv4": []
}
],
"x-amazon-apigateway-integration": {
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/apigAwsProxyRole",
"responses": {
"4\\d{2}": {
"statusCode": "400"
},
"default": {
"statusCode": "200",
"responseParameters": {
"method.response.header.content-type":
"integration.response.header.content-type",
"method.response.header.Content-Type":
"integration.response.header.Content-Type"
}
},
"5\\d{2}": {
"statusCode": "500"
}
},
"requestParameters": {
"integration.request.path.object": "method.request.path.item",
"integration.request.path.bucket": "method.request.path.folder"
},
"uri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:s3:path/{bucket}/{object}",
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "GET",
"type": "aws"
}
},
"head": {
"produces": [
"application/json"
],
"parameters": [
{
"name": "item",
"in": "path",
"required": true,
"type": "string"
},
{
"name": "folder",
"in": "path",
"required": true,
"type": "string"
}
],
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"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"schema": {
"$ref": "#/definitions/Empty"
},
"headers": {
"Content-Length": {
"type": "string"
},
"Content-Type": {
"type": "string"
}
}
},
"400": {
"description": "400 response"
},
"500": {
"description": "500 response"
}
},
"security": [
{
"sigv4": []
}
],
"x-amazon-apigateway-integration": {
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/apigAwsProxyRole",
"responses": {
"4\\d{2}": {
"statusCode": "400"
},
"default": {
"statusCode": "200",
"responseParameters": {
"method.response.header.Content-Type":
"integration.response.header.Content-Type",
"method.response.header.Content-Length":
"integration.response.header.Content-Length"
}
},
"5\\d{2}": {
"statusCode": "500"
}
},
"requestParameters": {
"integration.request.path.object": "method.request.path.item",
"integration.request.path.bucket": "method.request.path.folder"
},
"uri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:s3:path/{bucket}/{object}",
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "HEAD",
"type": "aws"
}
},
"put": {
"produces": [
"application/json"
],
"parameters": [
{
"name": "Content-Type",
"in": "header",
"required": false,
"type": "string"
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},
{

"name": "item",
"in": "path",
"required": true,
"type": "string"

},
{

"name": "folder",
"in": "path",
"required": true,
"type": "string"

}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"schema": {
"$ref": "#/definitions/Empty"
},
"headers": {
"Content-Length": {
"type": "string"
},
"Content-Type": {
"type": "string"
}
}
},
"400": {
"description": "400 response"
},
"500": {
"description": "500 response"
}
},
"security": [
{
"sigv4": []
}
],
"x-amazon-apigateway-integration": {
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/apigAwsProxyRole",
"responses": {
"4\\d{2}": {
"statusCode": "400"
},
"default": {
"statusCode": "200",
"responseParameters": {
"method.response.header.Content-Type":
"integration.response.header.Content-Type",
"method.response.header.Content-Length":
"integration.response.header.Content-Length"
}
},
"5\\d{2}": {
"statusCode": "500"
}
},
"requestParameters": {
"integration.request.path.object": "method.request.path.item",
"integration.request.path.bucket": "method.request.path.folder",
"integration.request.header.Content-Type": "method.request.header.ContentType"
},
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"uri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:s3:path/{bucket}/{object}",
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "PUT",
"type": "aws"

}
},
"delete": {
"produces": [
"application/json"
],
"parameters": [
{
"name": "item",
"in": "path",
"required": true,
"type": "string"
},
{
"name": "folder",
"in": "path",
"required": true,
"type": "string"
}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"schema": {
"$ref": "#/definitions/Empty"
},
"headers": {
"Content-Length": {
"type": "string"
},
"Content-Type": {
"type": "string"
}
}
},
"400": {
"description": "400 response"
},
"500": {
"description": "500 response"
}
},
"security": [
{
"sigv4": []
}
],
"x-amazon-apigateway-integration": {
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/apigAwsProxyRole",
"responses": {
"4\\d{2}": {
"statusCode": "400"
},
"default": {
"statusCode": "200"
},
"5\\d{2}": {
"statusCode": "500"
}
},
"requestParameters": {
"integration.request.path.object": "method.request.path.item",
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}

}

}

"integration.request.path.bucket": "method.request.path.folder"
},
"uri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:s3:path/{bucket}/{object}",
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "DELETE",
"type": "aws"

}
},
"securityDefinitions": {
"sigv4": {
"type": "apiKey",
"name": "Authorization",
"in": "header",
"x-amazon-apigateway-authtype": "awsSigv4"
}
},
"definitions": {
"Empty": {
"type": "object",
"title": "Empty Schema"
}
}

チュートリアル: API Gateway で REST API を
Amazon Kinesis のプロキシとして作成する
ここでは、AWS との統合のタイプで REST API を作成および設定して、Kinesis にアクセスする方法につ
いて説明します。

Note
API Gateway の API を Kinesis と統合するには、API Gateway と Kinesis の両方のサービスが利
用できるリージョンを選択する必要があります。利用できるリージョンについては、「サービス
エンドポイントとクォータ」を参照してください。
この図では、サンプル API を作成して、クライアントが次の操作を行うことができるようにします。
1. ユーザーが Kinesis にあるストリームを一覧表示する
2. 指定されたストリームを作成、説明、または削除する
3. 指定されたストリームからデータレコードを読み取る、または書き込む
前述のタスクを完了するため、API はさまざまなリソースでメソッドを公開し、それぞれ次のものを呼び
出します。
1. Kinesis の ListStreams アクション
2. CreateStream、DescribeStream、または DeleteStream アクション
3. Kinesis の GetRecords または PutRecords (PutRecord を含む) アクション
具体的には、次のように API を作成します。
• API の /streams リソースに対する HTTP GET メソッドを公開し、そのメソッドを Kinesis の
ListStreams アクションと統合して、呼び出し元のアカウントでストリームを一覧表示します。
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• API の /streams/{stream-name} リソースに対する HTTP POST メソッドを公開し、そのメソッド
を Kinesis の CreateStream アクションと統合して、呼び出し元のアカウントで指定したストリームを作
成します。
• API の /streams/{stream-name} リソースに対する HTTP GET メソッドを公開し、そのメソッドを
Kinesis の DescribeStream アクションと統合して、呼び出し元のアカウントで指定したストリームを表
示します。
• API の /streams/{stream-name} リソースに対する HTTP DELETE メソッドを公開し、そのメソッ
ドを Kinesis の DeleteStream アクションと統合して、呼び出し元のアカウントでストリームを削除しま
す。
• API の /streams/{stream-name}/record リソースに対する HTTP PUT メソッドを公開し、その
メソッドを Kinesis の PutRecord アクションと統合します。これにより、クライアントは名前付きスト
リームに 1 つのデータレコードを追加できます。
• API の /streams/{stream-name}/records リソースに対する HTTP PUT メソッドを公開し、その
メソッドを Kinesis の PutRecords アクションと統合します。これにより、クライアントは名前付きスト
リームにデータレコードのリストを追加できます。
• API の /streams/{stream-name}/records リソースに対する HTTP GET メソッドを公開し、その
メソッドを Kinesis の GetRecords アクションと統合します。これにより、クライアントは名前付きス
トリームで指定されたシャードイテレーターとともにデータレコードを一覧表示できます。シャードイ
テレーターは、データレコードの逐次読み取りを開始する、シャードの位置を指定します。
• API の /streams/{stream-name}/sharditerator リソースに対する HTTP GET メソッドを公
開し、そのメソッドを Kinesis の GetShardIterator アクションと統合します。このヘルパーメソッド
は、Kinesis の ListStreams アクションに提供する必要があります。
ここに示す手順は、Kinesis の他のアクションにも適用できます。Kinesis のアクションの一覧について
は、Amazon Kinesis API Reference を参照してください。
API Gateway コンソールを使用してサンプルの API を作成する代わりに、API Gateway のインポート API
を使用してサンプルの API を API Gateway にインポートできます。API のインポート機能の使用方法の詳
細については、「OpenAPI を使用した REST API の設定 (p. 438)」を参照してください。
AWS アカウントをお持ちでない場合は、以下の手順を実行してアカウントを作成してください。

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 ルートユーザーが作成されます。ルート
ユーザーには、AWS のサービスアカウントのすべて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ます。

API が Kinesis にアクセスするための IAM ロールと IAM ポリ
シーを作成する
API で Kinesis のアクションを呼び出せるようにするには、IAM ロールに適切な IAM ポリシーをアタッチ
する必要があります。このセクションでは、必要な IAM ロールと IAM ポリシーを確認し、必要に応じて
それらを作成する方法について説明します。
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Kinesis への読み取り専用アクセスを有効にするには、Kinesis での Get* アクション、List* アクショ
ン、Describe* アクションの呼び出しを許可する AmazonKinesisReadOnlyAccess ポリシーを使用でき
ます。

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kinesis:Get*",
"kinesis:List*",
"kinesis:Describe*"
],
"Resource": "*"
}
]

このポリシーは、IAM で提供されているマネージドポリシーであり、その ARN は
arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisReadOnlyAccess です。
Kinesis で読み取りと書き込みのアクションを有効にするには、AmazonKinesisFullAccess policy ポリシー
を使用できます。

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "kinesis:*",
"Resource": "*"
}
]

このポリシーも、IAM で提供されているマネージドポリシーです。その ARN は
arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisFullAccess です。
使用する IAM ポリシーを決定したら、新しい IAM ロールまたは既存の IAM ロールにアタッチします。API
Gateway 管理サービス (apigateway.amazonaws.com) がロールの信頼できるエンティティであり、実
行ロール (sts:AssumeRole) の引き受けが許可されていることを確認してください。

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "apigateway.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
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IAM コンソールで実行ロールを作成して Amazon API Gateway ロールタイプを選択すると、この信頼ポリ
シーは自動的にアタッチされます。
実行ロールの ARN をメモしておきます。これは API メソッドを作成し、その統合リクエストを設定する
ときに必要になります。

API を Kinesis のプロキシとして作成する
以下の手順に従って、API Gateway コンソールで API を作成します。

API を Kinesis の AWS サービスプロキシとして作成するには
1.

API Gateway コンソール (https://console.aws.amazon.com/apigateway) にサインインします。

2.

API Gateway を初めて使用する場合は、サービスの特徴を紹介するページが表示されます。[REST
API] で、[構築] を選択します。[Create Example API (サンプル API の作成)] がポップアップ表示され
たら、[OK] を選択します。
API Gateway を使用するのが初めてではない場合、[API を作成)] を選択します。[REST API] で、[構
築] を選択します。

3.

[新しい API] を選択します。

4.

[API name (API 名)] に「KinesisProxy」と入力します。その他のフィールドはデフォルト値のまま
にしておきます。

5.

必要に応じて、[説明] に説明を入力します。

6.

[Create API] を選択します。

API が作成されると、API Gateway コンソールに API のルート (/) リソースのみを含む [Resources (リ
ソース)] ページが表示されます。

Kinesis のストリームを一覧表示する
Kinesis では、次の REST API コールによる ListStreams アクションがサポートされています。
POST /?Action=ListStreams HTTP/1.1
Host: kinesis.<region>.<domain>
Content-Length: <PayloadSizeBytes>
User-Agent: <UserAgentString>
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Authorization: <AuthParams>
X-Amz-Date: <Date>
{
}

...

上記の REST API リクエストでは、このアクションは、Action クエリパラメータで指定されます。また
は、代わりに、X-Amz-Target ヘッダーでこのアクションを指定することもできます。
POST / HTTP/1.1
Host: kinesis.<region>.<domain>
Content-Length: <PayloadSizeBytes>
User-Agent: <UserAgentString>
Content-Type: application/x-amz-json-1.1

134

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
チュートリアル: REST API を Amazon
Kinesis のプロキシとして作成する
Authorization: <AuthParams>
X-Amz-Date: <Date>
X-Amz-Target: Kinesis_20131202.ListStreams
{
...
}

このチュートリアルでは、クエリパラメータを使用してアクションを指定します。
API で Kinesis のアクションを公開するには、API のルートに /streams リソースを追加します。次に、
そのリソースに対する GET メソッドを設定し、そのメソッドを Kinesis の ListStreams アクションと統
合します。
以下の手順では、API Gateway コンソールを使用して Kinesis のストリームを一覧表示する方法について
説明します。

API Gateway コンソールを使用して Kinesis のストリームを一覧表示するには
1.

API のルートリソースを選択します。[アクション] で、[リソースの作成] を選択します。
[リソース名] に「Streams」と入力し、[リソースパス] および他のフィールドをデフォルトのままに
して、[リソースの作成] を選択します。

2.

/Streams リソースを選択します。[アクション] から [メソッドの作成] を選択し、一覧から [GET] を
選択します。次に、チェックマークアイコンを選択してメソッドの作成を終了します。

Note
クライアントによって呼び出されるメソッドの HTTP 動詞は、バックエンド統合が必要な場
合の HTTP 動詞とは異なる場合があります。直感的に、ストリームのリスト表示は読み取り
オペレーションであるため、ここでは GET を選択します。
3.

メソッドの [Setup] (設定) ペインで、[AWS Service] (AWS のサービス) を選択します。
a.

[AWS Region] (AWS リージョン) で、リージョン (例: us-east-1) を選択します。

b.

[AWS Service] (AWS のサービス) で、[Kinesis] を選択します。

c.

[AWS Subdomain] (AWS サブドメイン) は空白のままにします。

d.

[HTTP メソッド] で、[POST] を選択します。

Note
ここで POST を選択したのは、Kinesis では POST を使用して ListStreams アクショ
ンを実行する必要があるためです。
e.

[Action Type] で、[Use action name] を選択します。

f.

[Action] に ListStreams と入力します。

g.

[実行ロール] に、実行ロールの ARN を入力します。

h.

[コンテンツの処理] の [パススルー] はデフォルトのままにします。

i.

[保存] を選択して、メソッドの初期設定を終了します。
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4.

引き続き [統合リクエスト] ペインで、[HTTP ヘッダー] セクションを展開します。
a.

[ヘッダーの追加] を選択します。

b.

[名前] ボックスに、「Content-Type」と入力します。

c.

[マッピング元] 列に「'application/x-amz-json-1.1'」と入力します。

d.

チェックマークアイコンを選択して、設定を保存します。

ここでは、リクエストのパラメータのマッピングを使用して Content-Type ヘッダーに静的な値の
'application/x-amz-json-1.1' を設定することで、Kinesis に入力が特定のバージョンの JSON
であることを知らせるようにしています。
5.

次のように、[マッピングテンプレート] セクションを展開します。
a.

[マッピングテンプレートの追加] を選択します。

b.

[Content-Type] に「application/json」と入力します。

c.

チェックマークアイコンを選択して [Content-Type] の設定を保存します。[パススルー動作の変
更] の [はい、この統合を保護します] を選択します。

d.

Template Editor に「{}」と入力します。
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e.

[保存] ボタンを選択して、マッピングテンプレートを保存します。

ListStreams のリクエストのペイロードは、次の形式の JSON です。

{
}

"ExclusiveStartStreamName": "string",
"Limit": number

ただし、プロパティはオプションです。デフォルト値を使用するため、ここでは空の JSON ペイロー
ドを選択しました。
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6.

/streams リソースに対する GET メソッドをテストして、Kinesis で ListStreams アクションを呼び
出します。
API Gateway コンソールで、[Resources (リソース)] ペインの /streams/GET エントリを選択し、[Test
(テスト)] 呼び出しオプションを選択して、[Test (テスト)] を選択します。
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既に Kinesis で「myStream」と「yourStream」という 2 つのストリームが作成されている場合、テス
トが成功すると次のペイロードが含まれる 200 OK レスポンスが返されます。

{

}

"HasMoreStreams": false,
"StreamNames": [
"myStream",
"yourStream"
]

Kinesis でストリームを作成、表示、削除する
Kinesis でストリームを作成、表示、削除するには、それぞれ次の Kinesis の REST API へのリクエストを
作成する必要があります。

POST /?Action=CreateStream HTTP/1.1
Host: kinesis.region.domain
...
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Content-Length: PayloadSizeBytes
{
}

"ShardCount": number,
"StreamName": "string"

POST /?Action=DescribeStream HTTP/1.1
Host: kinesis.region.domain
...
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Content-Length: PayloadSizeBytes
{
}

"StreamName": "string"

POST /?Action=DeleteStream HTTP/1.1
Host: kinesis.region.domain
...
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Content-Length: PayloadSizeBytes
{
}

"StreamName":"string"

API を作成して、必要な入力をメソッドリクエストの JSON ペイロードとして受け取り、ペイロードを統
合リクエストに渡すことができます。ただし、メソッドリクエストと統合リクエスト、およびメソッドレ
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スポンスと統合レスポンスの間のデータマッピングの例を詳細に示すため、API は少し異なる方法で作成
します。
これから名前を付ける GET リソースの HTTP メソッド (POST、Delete、Stream) を公開しま
す。{stream-name} パス変数をこのストリームリソースのプレースホルダーとして使用して、これらの
API のメソッドを Kinesis の DescribeStream、CreateStream、DeleteStream アクションとそれぞ
れ統合します。クライアントは、他の入力データをメソッドリクエストのヘッダー、クエリパラメータ、
またはペイロードとして渡す必要があります。必要な統合リクエストペイロードにデータを変換するため
のマッピングテンプレートが用意されています。

ストリームリソースで GET メソッドを設定し、テストするには
1.

以前に作成した {stream-name} リソースの下の /streams パス変数を使用して、子リソースを作
成します。

2.

HTTP 動詞 (POST、GET、DELETE) をこのリソースに追加します。
リソースでメソッドを作成すると、API の構造は次のようになります。
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3.

GET /streams/{stream-name} メソッドを設定するには、以下のように Kinesis で POST /?
Action=DescribeStream アクションを呼び出します。
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4.

次のヘッダーマッピング (Content-Type) を統合リクエストに追加します。
Content-Type: 'x-amz-json-1.1'

このタスクでは、同じ手順を使用して GET /streams メソッドのリクエストパラメータマッピング
を設定します。
5.

次の本文マッピングテンプレートを追加して、GET /streams/{stream-name} メソッドリクエス
トから POST /?Action=DescribeStream 統合リクエストにデータをマッピングします。
{
}

"StreamName": "$input.params('stream-name')"

このマッピングテンプレートでは、Kinesis の DescribeStream アクションに必要な統合リクエスト
のペイロードをメソッドリクエストの stream-name パスパラメータ値から生成します。
6.

GET /stream/{stream-name} メソッドをテストして、Kinesis で DescribeStream アクション
を呼び出します。
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API Gateway コンソールで、[Resources (リソース)] ペインの /streams/{stream-name}/GET を選択
し、テストを開始するために [Test (テスト)] を選択し、stream-name の [Path (パス)] フィールド
に Kinesis の既存のストリームの名前を入力して、[Test (テスト)] を選択します。テストに成功する
と、200 OK レスポンスが、次のようなペイロードとともに返されます。
{

"StreamDescription": {
"HasMoreShards": false,
"RetentionPeriodHours": 24,
"Shards": [
{
"HashKeyRange": {
"EndingHashKey": "68056473384187692692674921486353642290",
"StartingHashKey": "0"
},
"SequenceNumberRange": {
"StartingSequenceNumber":
"49559266461454070523309915164834022007924120923395850242"
},
"ShardId": "shardId-000000000000"
},
...
{
"HashKeyRange": {
"EndingHashKey": "340282366920938463463374607431768211455",
"StartingHashKey": "272225893536750770770699685945414569164"
},
"SequenceNumberRange": {
"StartingSequenceNumber":
"49559266461543273504104037657400164881014714369419771970"
},
"ShardId": "shardId-000000000004"
}
],
"StreamARN": "arn:aws:kinesis:us-east-1:12345678901:stream/myStream",
"StreamName": "myStream",
"StreamStatus": "ACTIVE"
}

}

API をデプロイした後は、この API メソッドに対して REST リクエストを行うことができます。

GET https://your-api-id.execute-api.region.amazonaws.com/stage/streams/myStream
HTTP/1.1
Host: your-api-id.execute-api.region.amazonaws.com
Content-Type: application/json
Authorization: ...
X-Amz-Date: 20160323T194451Z

ストリームリソースで POST メソッドを設定し、テストするには
1.

Kinesis で POST /streams/{stream-name} アクションを呼び出すように POST /?
Action=CreateStream メソッドを設定します。GET /streams/{stream-name} アクション
をDescribeStreamに置き換える場合、タスクは、同じ手順を使用して、CreateStream メソッド
を設定します。

2.

次のヘッダーマッピング (Content-Type) を統合リクエストに追加します。
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Content-Type: 'x-amz-json-1.1'

このタスクでは、同じ手順を使用して GET /streams メソッドのリクエストパラメータマッピング
を設定します。
3.

次の本文マッピングテンプレートを追加して、POST /streams/{stream-name} メソッドリクエス
トから POST /?Action=CreateStream 統合リクエストにデータをマッピングします。
{

"ShardCount": #if($input.path('$.ShardCount') == '') 5 #else
$input.path('$.ShardCount') #end,
"StreamName": "$input.params('stream-name')"

}

前述のマッピングテンプレートで、クライアントがメソッドリクエストペイロードで値を指定しな
かった場合は、ShardCount を固定値 5 に設定します。
4.

POST /streams/{stream-name} メソッドをテストして、Kinesis で指定したストリームを作成し
ます。
API Gateway コンソールで、[Resources] (リソース) ペインの /streams/{stream-name}/POST を選
択し、テストを開始するために [Test] (テスト) を選択し、stream-name の [Path] (パス) に新しい
Kinesis ストリームの名前を入力して、[Test] (テスト) を選択します。テストが完了すると、データな
しで 200 OK レスポンスが返されます。
API をデプロイしたら、ストリームリソースの POST メソッドに対する REST API リクエストを行っ
て、Kinesis で CreateStream アクションを呼び出すこともできます。

POST https://your-api-id.execute-api.region.amazonaws.com/stage/streams/yourStream
HTTP/1.1
Host: your-api-id.execute-api.region.amazonaws.com
Content-Type: application/json
Authorization: ...
X-Amz-Date: 20160323T194451Z
{
}

"ShardCount": 5

ストリームリソースで DELETE メソッドを設定し、テストする
1.

Kinesis の DELETE /streams/{stream-name} アクションと統合するように POST /?
Action=DeleteStream メソッドを設定します。GET /streams/{stream-name} アクション
をDescribeStreamに置き換える場合、タスクは、同じ手順を使用して、DeleteStream メソッド
を設定します。

2.

次のヘッダーマッピング (Content-Type) を統合リクエストに追加します。
Content-Type: 'x-amz-json-1.1'

このタスクでは、同じ手順を使用して GET /streams メソッドのリクエストパラメータマッピング
を設定します。
3.

次の本文マッピングテンプレートを追加して、DELETE /streams/{stream-name} メソッドリク
エストから POST /?Action=DeleteStream の該当する統合リクエストにデータをマッピングしま
す。
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{
}

4.

"StreamName": "$input.params('stream-name')"

このマッピングテンプレートでは、DELETE /streams/{stream-name} のクライアントが指定し
た URL パス名値から stream-name アクションに必要な入力が生成されます。
DELETE メソッドをテストして、Kinesis で指定したストリームを削除します。
API Gateway コンソールで、[Resources (リソース)] ペインの /streams/{stream-name}/DELETE メ
ソッドノードを選択し、テストを開始するために [Test (テスト)] を選択し、stream-name の [Path
(パス)] に Kinesis の既存のストリームの名前を入力して、[Test (テスト)] を選択します。テストが完
了すると、データなしで 200 OK レスポンスが返されます。
API をデプロイしたら、ストリームリソースの DELETE メソッドに対する以下の REST API リクエス
トを行って、Kinesis で DeleteStream アクションを呼び出すこともできます。

DELETE https://your-api-id.execute-api.region.amazonaws.com/stage/streams/yourStream
HTTP/1.1
Host: your-api-id.execute-api.region.amazonaws.com
Content-Type: application/json
Authorization: ...
X-Amz-Date: 20160323T194451Z
{}

Kinesis のストリームに対してレコードの取得や追加を行う
Kinesis でストリームを作成すると、ストリームにデータレコードを追加したり、ストリームからデータを
読み取ったりすることができます。データレコードを追加するには、Kinesis で PutRecords アクションま
たは PutRecord アクションを呼び出す必要があります。前者は複数のレコードを追加し、後者は 1 つのレ
コードをストリームに追加します。

POST /?Action=PutRecords HTTP/1.1
Host: kinesis.region.domain
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=..., ...
...
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Content-Length: PayloadSizeBytes
{

}

"Records": [
{
"Data": blob,
"ExplicitHashKey": "string",
"PartitionKey": "string"
}
],
"StreamName": "string"

または
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POST /?Action=PutRecord HTTP/1.1
Host: kinesis.region.domain
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=..., ...
...
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Content-Length: PayloadSizeBytes
{

}

"Data": blob,
"ExplicitHashKey": "string",
"PartitionKey": "string",
"SequenceNumberForOrdering": "string",
"StreamName": "string"

ここで、StreamName はレコードを追加するターゲットストリームを識別しま
す。StreamName、Data、および PartitionKey は必須の入力データです。この例では、すべてのオプ
ション入力データにデフォルト値を使用し、メソッドリクエストへの入力ではそれらの値を明示的に指定
しません。
Kinesis のデータを読み取るには、GetRecords アクションを呼び出します。
POST /?Action=GetRecords HTTP/1.1
Host: kinesis.region.domain
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=..., ...
...
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Content-Length: PayloadSizeBytes
{
}

"ShardIterator": "string",
"Limit": number

レコードを取得するソースのストリームは、必須の ShardIterator の値で指定します。シャードイテ
レーターは、次の Kinesis のアクションで取得します。
POST /?Action=GetShardIterator HTTP/1.1
Host: kinesis.region.domain
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=..., ...
...
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Content-Length: PayloadSizeBytes
{

}

"ShardId": "string",
"ShardIteratorType": "string",
"StartingSequenceNumber": "string",
"StreamName": "string"

GetRecords および PutRecords アクションでは、それぞれ GET および PUT メソッドを、名前付
きストリームリソース (/records) に追加される /{stream-name} リソースで公開します。同様
に、PutRecord アクションは PUT リソースで /record メソッドとして公開します。
GetRecords アクションは、ShardIterator ヘルパーアクションを呼び出して取得される
GetShardIterator 値を入力として受け取るため、GET リソース (ShardIterator) で /
sharditerator ヘルパーメソッドを公開します。
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次の図は、メソッド作成後のリソースの API 構造を示しています。

次の 4 つの手順では、各メソッドの設定方法、メソッドリクエストから統合リクエストにデータをマッピ
ングする方法、およびメソッドをテストする方法について説明します。

Kinesis で PutRecord を呼び出すように PUT /streams/{stream-name}/record メソッド
を設定してテストするには
1.

次に示すように PUT メソッドを設定します。
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2.

次のリクエストパラメータマッピングを追加して、Content-Type ヘッダーを、統合リクエストの
AWS 準拠の JSON に設定します。
Content-Type: 'x-amz-json-1.1'

このタスクでは、同じ手順を使用して GET /streams メソッドのリクエストパラメータマッピング
を設定します。
3.

次の本文マッピングテンプレートを追加して、PUT /streams/{stream-name}/record メソッド
リクエストから POST /?Action=PutRecord の該当する統合リクエストにデータをマッピングしま
す。
{

}

"StreamName": "$input.params('stream-name')",
"Data": "$util.base64Encode($input.json('$.Data'))",
"PartitionKey": "$input.path('$.PartitionKey')"

このマッピングテンプレートでは、メソッドリクエストのペイロードが次の形式であることを想定し
ています。
{

"Data": "some data",
"PartitionKey": "some key"
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}

このデータは、次の JSON スキーマでモデル化することができます。
{

}

"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"title": "PutRecord proxy single-record payload",
"type": "object",
"properties": {
"Data": { "type": "string" },
"PartitionKey": { "type": "string" }
}

モデルを作成してこのスキーマを含め、このモデルを使用してマッピングテンプレートを生成を容易
にすることができます。ただし、モデルを使用せずにマッピングテンプレートを生成することができ
ます。
4.

PUT /streams/{stream-name}/record メソッドをテストするには、stream-name パス変数を
既存のストリームの名前に設定し、必要な形式のペイロードを指定して、メソッドリクエストを送信
します。成功した場合の結果は 200 OK レスポンスと、次の形式のペイロードとなります。

{
}

"SequenceNumber": "49559409944537880850133345460169886593573102115167928386",
"ShardId": "shardId-000000000004"

Kinesis で PUT /streams/{stream-name}/records を呼び出すように PutRecords メソッ
ドを設定してテストするには
1.

次に示すように PUT /streams/{stream-name}/records メソッドを設定します。
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2.

次のリクエストパラメータマッピングを追加して、Content-Type ヘッダーを、統合リクエストの
AWS 準拠の JSON に設定します。
Content-Type: 'x-amz-json-1.1'

このタスクでは、同じ手順を使用して GET /streams メソッドのリクエストパラメータマッピング
を設定します。
3.

次の本文マッピングテンプレートを追加して、PUT /streams/{stream-name}/records メソッ
ドリクエストから POST /?Action=PutRecords の該当する統合リクエストにデータをマッピング
します。
{

}

"StreamName": "$input.params('stream-name')",
"Records": [
#foreach($elem in $input.path('$.records'))
{
"Data": "$util.base64Encode($elem.data)",
"PartitionKey": "$elem.partition-key"
}#if($foreach.hasNext),#end
#end
]
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このマッピングテンプレートでは、メソッドリクエストのペイロードが次の JSON スキーマでモデル
化できることを想定しています。
{

}

"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"title": "PutRecords proxy payload data",
"type": "object",
"properties": {
"records": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"data": { "type": "string" },
"partition-key": { "type": "string" }
}
}
}
}

モデルを作成してこのスキーマを含め、このモデルを使用してマッピングテンプレートを生成を容易
にすることができます。ただし、モデルを使用せずにマッピングテンプレートを生成することができ
ます。
このチュートリアルでは、API デベロッパーがバックエンドデータ形式をクライアントに開示する
か、クライアントから見えないようにするかを選択できることを示すため、わずかに異なる 2 つのペ
イロード形式を使用しました。1 つは PUT /streams/{stream-name}/records メソッド (上記)
用の形式、もう 1 つは PUT /streams/{stream-name}/record メソッド (前の手順) 用の形式で
す。実稼働環境では、両方の形式の一貫性を保ってください。
4.

PUT /streams/{stream-name}/records メソッドをテストするには、stream-name パス変数を
既存のストリームに設定し、前に示したように次のペイロードを指定して、メソッドリクエストを送
信します。

{

}

"records": [
{
"data": "some data",
"partition-key": "some key"
},
{
"data": "some other data",
"partition-key": "some key"
}
]

成功した場合の結果は 200 OK レスポンスと、以下の出力例のようになります。
{

"FailedRecordCount": 0,
"Records": [
{
"SequenceNumber": "49559409944537880850133345460167468741933742152373764162",
"ShardId": "shardId-000000000004"
},
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{

}

]

}

"SequenceNumber": "49559409944537880850133345460168677667753356781548470338",
"ShardId": "shardId-000000000004"

Kinesis で GET /streams/{stream-name}/sharditerator を呼び出すように
GetShardIterator メソッドを設定してテストするには
GET /streams/{stream-name}/sharditerator メソッドは、GET /streams/{stream-name}/
records メソッドを呼び出す前に必須のシャードイテレーターを取得するためのヘルパーメソッドです。
1.

2.

次に示すように GET /streams/{stream-name}/sharditerator メソッドを設定します。

GetShardIterator アクションでは、ShardId 値を入力する必要があります。クライアントで指定
された ShardId 値を渡すため、次に示すように、shard-id クエリパラメータをメソッドリクエス
トに追加します。
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次の本文マッピングテンプレートでは、Kinesis の shard-id アクションの入力として、ShardId ク
エリパラメータ値を JSON ペイロードの GetShardIterator プロパティ値に設定します。
3.

本文マッピングテンプレートを設定して、必要な入力 (ShardId および StreamName) を、メソッ
ドリクエストの GetShardIterator および shard-id パラメータの stream-name アクション
に生成します。また、マッピングテンプレートでも、ShardIteratorType は、デフォルトとして
TRIM_HORIZON に設定されます。
{

}

4.

"ShardId": "$input.params('shard-id')",
"ShardIteratorType": "TRIM_HORIZON",
"StreamName": "$input.params('stream-name')"

API Gateway コンソールの [Test (テスト)] オプションを使用して、既存のストリームの名前を
stream-name の [Path (パス)] 変数値に入力し、shard-id の [Query string (クエリ文字列)] を既存の
ShardId 値 (例: shard-000000000004) に設定して、[Test (テスト)] を選択します。
成功のレスポンスペイロードは以下の出力例のようになります。
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{
}

"ShardIterator": "AAAAAAAAAAFYVN3VlFy..."

ShardIterator の値をメモしておきます。これは、ストリームからレコードを取得するために必要
です。

Kinesis で GET /streams/{stream-name}/records アクションを呼び出すように
GetRecords メソッドを設定してテストするには
1.

2.

次に示すように GET /streams/{stream-name}/records メソッドを設定します。

GetRecords オペレーションでは、ShardIterator の値の入力が必要です。クライアントで指定さ
れた ShardIterator 値を渡すため、次に示すように、Shard-Iterator ヘッダーパラメータをメ
ソッドリクエストに追加します。
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3.

次のマッピングテンプレートを設定して、Shard-Iterator ヘッダーパラメータ値を Kinesis の
ShardIterator アクションの JSON ペイロードの GetRecords プロパティ値にマッピングしま
す。
{
}

4.

"ShardIterator": "$input.params('Shard-Iterator')"

API Gateway コンソールの [Test (テスト)] オプションを使用して、既存のストリームの名前を
stream-name の [Path (パス)] 変数値に入力し、Shard-Iterator の [Header (ヘッダー)] を
ShardIterator メソッド (上記) のテストの実行で取得した GET /streams/{stream-name}/
sharditerator 値に設定して、[Test (テスト)] を選択します。
成功のレスポンスペイロードは以下の出力例のようになります。
{

}

"MillisBehindLatest": 0,
"NextShardIterator": "AAAAAAAAAAF...",
"Records": [ ... ]

155

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
チュートリアル: REST API を Amazon
Kinesis のプロキシとして作成する

Kinesis のプロキシとしてのサンプル API の OpenAPI 定義
以下の OpenAPI 定義は、このチュートリアルで使用されている Kinesis のプロキシとしてのサンプル API
のものです。
OpenAPI 3.0
{

"openapi": "3.0.0",
"info": {
"title": "KinesisProxy",
"version": "2016-03-31T18:25:32Z"
},
"paths": {
"/streams/{stream-name}/sharditerator": {
"get": {
"parameters": [
{
"name": "stream-name",
"in": "path",
"required": true,
"schema": {
"type": "string"
}
},
{
"name": "shard-id",
"in": "query",
"schema": {
"type": "string"
}
}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"content": {
"application/json": {
"schema": {
"$ref": "#/components/schemas/Empty"
}
}
}
}
},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"type": "aws",
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/apigAwsProxyRole",
"uri": "arn:aws:apigateway:us-east-1:kinesis:action/GetShardIterator",
"responses": {
"default": {
"statusCode": "200"
}
},
"requestParameters": {
"integration.request.header.Content-Type": "'application/x-amz-json-1.1'"
},
"requestTemplates": {
"application/json": "{\n
\"ShardId\": \"$input.params('shardid')\",\n
\"ShardIteratorType\": \"TRIM_HORIZON\",\n
\"StreamName\":
\"$input.params('stream-name')\"\n}"
},
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "POST"
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}
}
},
"/streams/{stream-name}/records": {
"get": {
"parameters": [
{
"name": "stream-name",
"in": "path",
"required": true,
"schema": {
"type": "string"
}
},
{
"name": "Shard-Iterator",
"in": "header",
"schema": {
"type": "string"
}
}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"content": {
"application/json": {
"schema": {
"$ref": "#/components/schemas/Empty"
}
}
}
}
},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"type": "aws",
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/apigAwsProxyRole",
"uri": "arn:aws:apigateway:us-east-1:kinesis:action/GetRecords",
"responses": {
"default": {
"statusCode": "200"
}
},
"requestParameters": {
"integration.request.header.Content-Type": "'application/x-amz-json-1.1'"
},
"requestTemplates": {
"application/json": "{\n
\"ShardIterator\": \"$input.params('ShardIterator')\"\n}"
},
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "POST"
}
},
"put": {
"parameters": [
{
"name": "Content-Type",
"in": "header",
"schema": {
"type": "string"
}
},
{
"name": "stream-name",
"in": "path",
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"required": true,
"schema": {
"type": "string"
}

}
],
"requestBody": {
"content": {
"application/json": {
"schema": {
"$ref": "#/components/schemas/PutRecordsMethodRequestPayload"
}
},
"application/x-amz-json-1.1": {
"schema": {
"$ref": "#/components/schemas/PutRecordsMethodRequestPayload"
}
}
},
"required": true
},
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"content": {
"application/json": {
"schema": {
"$ref": "#/components/schemas/Empty"
}
}
}
}
},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"type": "aws",
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/apigAwsProxyRole",
"uri": "arn:aws:apigateway:us-east-1:kinesis:action/PutRecords",
"responses": {
"default": {
"statusCode": "200"
}
},
"requestParameters": {
"integration.request.header.Content-Type": "'application/x-amz-json-1.1'"
},
"requestTemplates": {
"application/json": "{\n
\"StreamName\": \"$input.params('streamname')\",\n
\"Records\": [\n
{\n
\"Data\":
\"$util.base64Encode($elem.data)\",\n
\"PartitionKey\": \"$elem.partitionkey\"\n
}#if($foreach.hasNext),#end\n
]\n}",
"application/x-amz-json-1.1": "{\n \"StreamName\":
\"$input.params('stream-name')\",\n \"records\" : [\n
{\n
\"Data
\" : \"$elem.data\",\n
\"PartitionKey\" : \"$elem.partition-key\"\n
}#if($foreach.hasNext),#end\n ]\n}"
},
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "POST"
}
}
},
"/streams/{stream-name}": {
"get": {
"parameters": [
{
"name": "stream-name",
"in": "path",
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"required": true,
"schema": {
"type": "string"
}

}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"content": {
"application/json": {
"schema": {
"$ref": "#/components/schemas/Empty"
}
}
}
}
},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"type": "aws",
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/apigAwsProxyRole",
"uri": "arn:aws:apigateway:us-east-1:kinesis:action/DescribeStream",
"responses": {
"default": {
"statusCode": "200"
}
},
"requestTemplates": {
"application/json": "{\n
\"StreamName\": \"$input.params('streamname')\"\n}"
},
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "POST"
}
},
"post": {
"parameters": [
{
"name": "stream-name",
"in": "path",
"required": true,
"schema": {
"type": "string"
}
}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"content": {
"application/json": {
"schema": {
"$ref": "#/components/schemas/Empty"
}
}
}
}
},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"type": "aws",
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/apigAwsProxyRole",
"uri": "arn:aws:apigateway:us-east-1:kinesis:action/CreateStream",
"responses": {
"default": {
"statusCode": "200"
}
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},
"requestParameters": {
"integration.request.header.Content-Type": "'application/x-amz-json-1.1'"
},
"requestTemplates": {
"application/json": "{\n
\"ShardCount\": 5,\n
\"StreamName\":
\"$input.params('stream-name')\"\n}"
},
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "POST"
}
},
"delete": {
"parameters": [
{
"name": "stream-name",
"in": "path",
"required": true,
"schema": {
"type": "string"
}
}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"headers": {
"Content-Type": {
"schema": {
"type": "string"
}
}
},
"content": {
"application/json": {
"schema": {
"$ref": "#/components/schemas/Empty"
}
}
}
},
"400": {
"description": "400 response",
"headers": {
"Content-Type": {
"schema": {
"type": "string"
}
}
},
"content": {}
},
"500": {
"description": "500 response",
"headers": {
"Content-Type": {
"schema": {
"type": "string"
}
}
},
"content": {}
}
},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"type": "aws",
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"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/apigAwsProxyRole",
"uri": "arn:aws:apigateway:us-east-1:kinesis:action/DeleteStream",
"responses": {
"4\\d{2}": {
"statusCode": "400",
"responseParameters": {
"method.response.header.Content-Type":
"integration.response.header.Content-Type"
}
},
"default": {
"statusCode": "200",
"responseParameters": {
"method.response.header.Content-Type":
"integration.response.header.Content-Type"
}
},
"5\\d{2}": {
"statusCode": "500",
"responseParameters": {
"method.response.header.Content-Type":
"integration.response.header.Content-Type"
}
}
},
"requestParameters": {
"integration.request.header.Content-Type": "'application/x-amz-json-1.1'"
},
"requestTemplates": {
"application/json": "{\n
\"StreamName\": \"$input.params('streamname')\"\n}"
},
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "POST"
}
}
},
"/streams/{stream-name}/record": {
"put": {
"parameters": [
{
"name": "stream-name",
"in": "path",
"required": true,
"schema": {
"type": "string"
}
}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"content": {
"application/json": {
"schema": {
"$ref": "#/components/schemas/Empty"
}
}
}
}
},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"type": "aws",
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/apigAwsProxyRole",
"uri": "arn:aws:apigateway:us-east-1:kinesis:action/PutRecord",
"responses": {
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"default": {
"statusCode": "200"
}

},
"requestParameters": {
"integration.request.header.Content-Type": "'application/x-amz-json-1.1'"
},
"requestTemplates": {
"application/json": "{\n
\"StreamName\": \"$input.params('streamname')\",\n
\"Data\": \"$util.base64Encode($input.json('$.Data'))\",\n
\"PartitionKey\": \"$input.path('$.PartitionKey')\"\n}"
},
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "POST"
}
}
},
"/streams": {
"get": {
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"content": {
"application/json": {
"schema": {
"$ref": "#/components/schemas/Empty"
}
}
}
}
},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"type": "aws",
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/apigAwsProxyRole",
"uri": "arn:aws:apigateway:us-east-1:kinesis:action/ListStreams",
"responses": {
"default": {
"statusCode": "200"
}
},
"requestParameters": {
"integration.request.header.Content-Type": "'application/x-amz-json-1.1'"
},
"requestTemplates": {
"application/json": "{\n}"
},
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "POST"
}
}
}
},
"components": {
"schemas": {
"Empty": {
"type": "object"
},
"PutRecordsMethodRequestPayload": {
"type": "object",
"properties": {
"records": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"data": {
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}

}

}

}

}

}

}

}

"type": "string"
},
"partition-key": {
"type": "string"
}

OpenAPI 2.0
{

"swagger": "2.0",
"info": {
"version": "2016-03-31T18:25:32Z",
"title": "KinesisProxy"
},
"basePath": "/test",
"schemes": [
"https"
],
"paths": {
"/streams": {
"get": {
"consumes": [
"application/json"
],
"produces": [
"application/json"
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"schema": {
"$ref": "#/definitions/Empty"
}
}
},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"type": "aws",
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/apigAwsProxyRole",
"uri": "arn:aws:apigateway:us-east-1:kinesis:action/ListStreams",
"responses": {
"default": {
"statusCode": "200"
}
},
"requestParameters": {
"integration.request.header.Content-Type": "'application/x-amz-json-1.1'"
},
"requestTemplates": {
"application/json": "{\n}"
},
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "POST"
}
}
},
"/streams/{stream-name}": {
"get": {
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"consumes": [
"application/json"
],
"produces": [
"application/json"
],
"parameters": [
{
"name": "stream-name",
"in": "path",
"required": true,
"type": "string"
}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"schema": {
"$ref": "#/definitions/Empty"
}
}
},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"type": "aws",
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/apigAwsProxyRole",
"uri": "arn:aws:apigateway:us-east-1:kinesis:action/DescribeStream",
"responses": {
"default": {
"statusCode": "200"
}
},
"requestTemplates": {
"application/json": "{\n
\"StreamName\": \"$input.params('streamname')\"\n}"
},
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "POST"
}
},
"post": {
"consumes": [
"application/json"
],
"produces": [
"application/json"
],
"parameters": [
{
"name": "stream-name",
"in": "path",
"required": true,
"type": "string"
}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"schema": {
"$ref": "#/definitions/Empty"
}
}
},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"type": "aws",
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/apigAwsProxyRole",
"uri": "arn:aws:apigateway:us-east-1:kinesis:action/CreateStream",
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"responses": {
"default": {
"statusCode": "200"
}
},
"requestParameters": {
"integration.request.header.Content-Type": "'application/x-amz-json-1.1'"
},
"requestTemplates": {
"application/json": "{\n
\"ShardCount\": 5,\n
\"StreamName\":
\"$input.params('stream-name')\"\n}"
},
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "POST"
}
},
"delete": {
"consumes": [
"application/json"
],
"produces": [
"application/json"
],
"parameters": [
{
"name": "stream-name",
"in": "path",
"required": true,
"type": "string"
}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"schema": {
"$ref": "#/definitions/Empty"
},
"headers": {
"Content-Type": {
"type": "string"
}
}
},
"400": {
"description": "400 response",
"headers": {
"Content-Type": {
"type": "string"
}
}
},
"500": {
"description": "500 response",
"headers": {
"Content-Type": {
"type": "string"
}
}
}
},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"type": "aws",
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/apigAwsProxyRole",
"uri": "arn:aws:apigateway:us-east-1:kinesis:action/DeleteStream",
"responses": {
"4\\d{2}": {
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"statusCode": "400",
"responseParameters": {
"method.response.header.Content-Type":
"integration.response.header.Content-Type"
}
},
"default": {
"statusCode": "200",
"responseParameters": {
"method.response.header.Content-Type":
"integration.response.header.Content-Type"
}
},
"5\\d{2}": {
"statusCode": "500",
"responseParameters": {
"method.response.header.Content-Type":
"integration.response.header.Content-Type"
}
}
},
"requestParameters": {
"integration.request.header.Content-Type": "'application/x-amz-json-1.1'"
},
"requestTemplates": {
"application/json": "{\n
\"StreamName\": \"$input.params('streamname')\"\n}"
},
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "POST"
}
}
},
"/streams/{stream-name}/record": {
"put": {
"consumes": [
"application/json"
],
"produces": [
"application/json"
],
"parameters": [
{
"name": "stream-name",
"in": "path",
"required": true,
"type": "string"
}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"schema": {
"$ref": "#/definitions/Empty"
}
}
},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"type": "aws",
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/apigAwsProxyRole",
"uri": "arn:aws:apigateway:us-east-1:kinesis:action/PutRecord",
"responses": {
"default": {
"statusCode": "200"
}
},
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"requestParameters": {
"integration.request.header.Content-Type": "'application/x-amz-json-1.1'"
},
"requestTemplates": {
"application/json": "{\n
\"StreamName\": \"$input.params('streamname')\",\n
\"Data\": \"$util.base64Encode($input.json('$.Data'))\",\n
\"PartitionKey\": \"$input.path('$.PartitionKey')\"\n}"
},
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "POST"
}
}
},
"/streams/{stream-name}/records": {
"get": {
"consumes": [
"application/json"
],
"produces": [
"application/json"
],
"parameters": [
{
"name": "stream-name",
"in": "path",
"required": true,
"type": "string"
},
{
"name": "Shard-Iterator",
"in": "header",
"required": false,
"type": "string"
}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"schema": {
"$ref": "#/definitions/Empty"
}
}
},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"type": "aws",
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/apigAwsProxyRole",
"uri": "arn:aws:apigateway:us-east-1:kinesis:action/GetRecords",
"responses": {
"default": {
"statusCode": "200"
}
},
"requestParameters": {
"integration.request.header.Content-Type": "'application/x-amz-json-1.1'"
},
"requestTemplates": {
"application/json": "{\n
\"ShardIterator\": \"$input.params('ShardIterator')\"\n}"
},
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "POST"
}
},
"put": {
"consumes": [
"application/json",
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"application/x-amz-json-1.1"
],
"produces": [
"application/json"
],
"parameters": [
{
"name": "Content-Type",
"in": "header",
"required": false,
"type": "string"
},
{
"name": "stream-name",
"in": "path",
"required": true,
"type": "string"
},
{
"in": "body",
"name": "PutRecordsMethodRequestPayload",
"required": true,
"schema": {
"$ref": "#/definitions/PutRecordsMethodRequestPayload"
}
},
{
"in": "body",
"name": "PutRecordsMethodRequestPayload",
"required": true,
"schema": {
"$ref": "#/definitions/PutRecordsMethodRequestPayload"
}
}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"schema": {
"$ref": "#/definitions/Empty"
}
}
},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"type": "aws",
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/apigAwsProxyRole",
"uri": "arn:aws:apigateway:us-east-1:kinesis:action/PutRecords",
"responses": {
"default": {
"statusCode": "200"
}
},
"requestParameters": {
"integration.request.header.Content-Type": "'application/x-amz-json-1.1'"
},
"requestTemplates": {
"application/json": "{\n
\"StreamName\": \"$input.params('streamname')\",\n
\"Records\": [\n
{\n
\"Data\":
\"$util.base64Encode($elem.data)\",\n
\"PartitionKey\": \"$elem.partitionkey\"\n
}#if($foreach.hasNext),#end\n
]\n}",
"application/x-amz-json-1.1": "{\n \"StreamName\":
\"$input.params('stream-name')\",\n \"records\" : [\n
{\n
\"Data
\" : \"$elem.data\",\n
\"PartitionKey\" : \"$elem.partition-key\"\n
}#if($foreach.hasNext),#end\n ]\n}"
},
"passthroughBehavior": "when_no_match",
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}

"httpMethod": "POST"

}
},
"/streams/{stream-name}/sharditerator": {
"get": {
"consumes": [
"application/json"
],
"produces": [
"application/json"
],
"parameters": [
{
"name": "stream-name",
"in": "path",
"required": true,
"type": "string"
},
{
"name": "shard-id",
"in": "query",
"required": false,
"type": "string"
}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"schema": {
"$ref": "#/definitions/Empty"
}
}
},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"type": "aws",
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/apigAwsProxyRole",
"uri": "arn:aws:apigateway:us-east-1:kinesis:action/GetShardIterator",
"responses": {
"default": {
"statusCode": "200"
}
},
"requestParameters": {
"integration.request.header.Content-Type": "'application/x-amz-json-1.1'"
},
"requestTemplates": {
"application/json": "{\n
\"ShardId\": \"$input.params('shardid')\",\n
\"ShardIteratorType\": \"TRIM_HORIZON\",\n
\"StreamName\":
\"$input.params('stream-name')\"\n}"
},
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "POST"
}
}
}
},
"definitions": {
"Empty": {
"type": "object"
},
"PutRecordsMethodRequestPayload": {
"type": "object",
"properties": {
"records": {
"type": "array",
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}

}

}

}

}

"items": {
"type": "object",
"properties": {
"data": {
"type": "string"
},
"partition-key": {
"type": "string"
}
}
}

チュートリアル: プライベート REST API の構築
このチュートリアルでは、プライベート REST API を作成します。クライアントは Amazon VPC 内から
のみ API にアクセスできます。API は、一般的なセキュリティ要件であるパブリックインターネットから
分離されています。
このチュートリアルの完了には約 30 分かかります。まず、AWS CloudFormation テンプレートを使用し
て Amazon VPC、VPC エンドポイント、AWS Lambda 関数を作成し、API のテストに使用する Amazon
EC2 インスタンスを起動します。次に、AWS Management Console を使用してプライベート API を作
成し、VPC エンドポイントからのアクセスのみを許可するリソースポリシーをアタッチします。最後
に、API をテストします。

このチュートリアルを完了するには、AWS アカウントと、コンソールへのアクセス権がある AWS Identity
and Access Management ユーザーが必要です。詳細については、「前提条件 (p. 13)」を参照してくださ
い。
このチュートリアルでは、 を使用しますAWS Management Console この API とすべての関連リソースを
作成する AWS CloudFormation テンプレートについては、template.yaml を参照してください。
トピック
• ステップ 1: 依存関係を作成する (p. 171)
• ステップ 2: プライベート API を作成する (p. 171)
• ステップ 3: メソッドと統合を作成する (p. 171)
• ステップ 4: リソースポリシーをアタッチする (p. 172)
• ステップ 5: API をデプロイする (p. 172)
• ステップ 6: API がパブリックにアクセスできないことを確認する (p. 173)
• ステップ 7: VPC のインスタンスに接続し、API を呼び出す (p. 173)
• ステップ 8: クリーンアップする (p. 174)
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• 次のステップ: AWS CloudFormation を使用して自動化する (p. 174)

ステップ 1: 依存関係を作成する
この AWS CloudFormation テンプレートをダウンロードして解凍します。テンプレートを使用して、プラ
イベート API のすべての依存関係を作成します。これには、Amazon VPC、VPC エンドポイント、API の
バックエンドとして機能する Lambda 関数が含まれます。プライベート API は後で作成します。

AWS CloudFormation スタックを作成するには
1.

AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。

2.

[スタックの作成] を選択し、[With new resources (standard) 新しいリソースを使用 (標準)] を選択しま
す。

3.
4.

[Specify template (テンプレートの指定)] で、[Upload a template file (テンプレートファイルのアップ
ロード)] を選択します。
ダウンロードしたテンプレートを選択します。

5.

[Next (次へ)] を選択します。

6.

[Stack name] (スタックの名前) で、private-api-tutorial と入力し、[Next] (次へ) を選択しま
す。

7.
8.

[Configure stack options] (スタックオプションの設定) で、[Next] (次へ) を選択します。
[Capabilities] (機能) で、AWS CloudFormation がアカウントに IAM リソースを作成できることを承認
します。
[スタックの作成] を選択します。

9.

AWS CloudFormation は API の依存関係をプロビジョニングします。これには数分かかる場合がありま
す。AWS CloudFormation スタックのステータスが CREATE_COMPLETE の場合は、[Outputs] (出力) を
選択します。VPC エンドポイント ID を書き留めます。このチュートリアルの後の手順で必要になりま
す。

ステップ 2: プライベート API を作成する
VPC 内のクライアントのみがアクセスできるようにプライベート API を作成します。

プライベート API を作成するには
1.
2.
3.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。
[Create API] (API を作成) を選択し、[REST API] で [Build] (構築) を選択します。

4.
5.

[API 名] に「private-api-tutorial」と入力します。
[Endpoint Type] (エンドポイントタイプ) で、[Private] (プライベート) を選択します。
[VPC Endpoint IDs] (VPC エンドポイント ID) に、AWS CloudFormation スタックの [Outputs] (出力)
からの VPC エンドポイント ID を入力します。

6.

[Create] を選択します。

ステップ 3: メソッドと統合を作成する
API への GET リクエストを処理する GET メソッドと Lambda 統合を作成します。クライアントが API を
呼び出すと、API Gateway はステップ 1 で作成した Lambda 関数にリクエストを送信し、クライアントに
応答を返します。

メソッドと統合を作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。
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2.

API を選択します。

3.

[Actions] (アクション) を選択し、[Create method] (メソッドの作成) を選択します。

4.

[GET] を選択し、チェックマークを選択して選択を確定します。

5.

[Integration type] (統合タイプ) で、[Lambda Function] (Lambda 関数) を選択します。

6.

[Use Lambda proxy integration] (Lambda プロキシ統合の使用) を選択します。Lambda プロキシ統合
では、API Gateway は定義された構造を使用して Lambda にイベントを送信し、Lambda 関数からの
応答を HTTP 応答に変換します。

7.

[Lambda function] (Lambda 関数) には、ステップ 1 で AWS CloudFormation テンプレートを使用して
作成した関数を選択します。関数の名前は private-api-tutorial で始まります。

8.

[Save] (保存) を選択してから [OK] を選択して、API Gateway に Lambda 関数を呼び出すためのアク
セス許可を付与することを確認します。

ステップ 4: リソースポリシーをアタッチする
クライアントが VPC エンドポイントを介してのみ API を呼び出すことを許可するリソースポリ
シー (p. 226)を API にアタッチします。API へのアクセスをさらに制限するには、VPC エンドポイント
の VPC エンドポイントポリシー (p. 249)を設定することもできますが、このチュートリアルでは不要で
す。

リソースポリシーをアタッチするには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

API を選択します。

3.

[Resource policy] (リソースポリシー) を選択します。

4.

以下のポリシーを入力します。vpceID を、AWS CloudFormation スタックの [Outputs] (出力) からの
VPC エンドポイント ID に置き換えます。
{

}

5.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Principal": "*",
"Action": "execute-api:Invoke",
"Resource": "execute-api:/*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:sourceVpce": "vpceID"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Principal": "*",
"Action": "execute-api:Invoke",
"Resource": "execute-api:/*"
}
]

[Save] を選択します。

ステップ 5: API をデプロイする
次に、API をデプロイして、Amazon VPC のクライアントが使用できるようにします。
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API をデプロイするには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

API を選択します。

3.

[Actions] (アクション)、[Deploy API] (API のデプロイ) の順に選択します。

4.

[デプロイされるステージ] で、[新しいステージ] を選択します。

5.

[Stage name] (ステージ名) で、test と入力します。

6.

[デプロイ] を選択します。

これで、API をテストする準備ができました。

ステップ 6: API がパブリックにアクセスできないことを確認す
る
curl を使用して、Amazon VPC の外部から API を呼び出すことができないことを確認します。

API をテストするために
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

API を選択します。

3.

[Stages] (ステージ) を選択し、テストステージを選択します。

4.

API の URL をコピーします。URL は https://abcdef123.execute-api.uswest-2.amazonaws.com/test のようになります。ステップ 1 で作成した VPC エンドポイントで
はプライベート DNS が有効になっているため、提供された URL を使用して API を呼び出すことがで
きます。

5.

curl を使用して、VPC の外部からの API の呼び出しを試みる
curl https://abcdef123.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/test

Curl は、API のエンドポイントを解決できないことを示します。別の応答が返された場合は、ステッ
プ 2 に戻り、API のエンドポイントタイプに [Private] (プライベート) を選択します。
curl: (6) Could not resolve host: abcdef123.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/test

次に、VPC 内の Amazon EC2 インスタンスに接続して API を呼び出します。

ステップ 7: VPC のインスタンスに接続し、API を呼び出す
次に、Amazon VPC 内から API をテストします。プライベート API にアクセスするには、VPC 内の
Amazon EC2 インスタンスに接続し、curl を使用して API を呼び出します。ブラウザでインスタンスに接
続するには、Systems Manager の Session Manager を使用します。

API をテストするために
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

[Instances] を選択します。

3.

ステップ 1 で AWS CloudFormation テンプレートを使用して作成した private-api-tutorial という名前
のインスタンスを選択します。

4.

[Connect] (接続) を選択し、[Session Manager] を選択します。

5.

[Connect] (接続) を選択して、インスタンスへのブラウザベースのセッションを起動します。
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6.

Session Manager セッションで、curl を使用して API を呼び出します。Amazon VPC でインスタンス
を使用しているため、API を呼び出すことができます。
curl https://abcdef123.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/test

応答 Hello from Lambda! が得られたことを確認します。

Amazon VPC 内からのみアクセスできる API を正常に作成し、正常に動作することを確認しました。

ステップ 8: クリーンアップする
不要なコストを回避するには、このチュートリアルで作成したリソースを削除します。次の手順
は、REST API と AWS CloudFormation スタックを削除します。

REST API を削除するには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

[API] ページで API を選択します。[Actions] (アクション)、[Delete] (削除) の順に選択し、選択を確定
します。

AWS CloudFormation スタックを削除するには
1.

AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。

2.

AWS CloudFormation スタックを選択します。

3.

[Delete] (削除) を選択し、選択を確定します。

次のステップ: AWS CloudFormation を使用して自動化する
このチュートリアルで使用するすべての AWS リソースの作成とクリーンアップを自動化できます。AWS
CloudFormation テンプレートの完全な例については、template.yaml を参照してください。

Amazon API Gateway HTTP API チュートリアル
以下のチュートリアルでは API Gateway HTTP API の学習に役立つ実践的な演習を提供します。
トピック
• チュートリアル: Lambda と DynamoDB を使用した CRUD API の構築 (p. 175)
• チュートリアル: Amazon ECS サービスへのプライベート統合を使用した HTTP API の構築 (p. 182)
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チュートリアル: Lambda と DynamoDB を使用した
CRUD API の構築
このチュートリアルでは、DynamoDB テーブルから項目を作成、読み取り、更新、削除するサーバーレス
API を作成します。DynamoDB は、高速で予測可能なパフォーマンスとシームレスな拡張性を特長とする
フルマネージド NoSQL データベースサービスです。このチュートリアルの所要時間は約 30 分で、AWS
の無料利用枠内で実行できます。
まず、DynamoDB コンソールを使用して DynamoDB テーブルを作成します。次に、AWS Lambda コン
ソールを使用して Lambda 関数を作成します。次に、API Gateway コンソールを使用して HTTP API を作
成します。最後に、API をテストします。
HTTP API を呼び出すと、API Gateway はリクエストを Lambda 関数にルーティングします。Lambda 関
数は DynamoDB と対話し、API ゲートウェイにレスポンスを返します。それから API Gateway はレスポ
ンスを返します。

このエクササイズを完了するには、AWS アカウントと、コンソールへのアクセス権がある AWS Identity
and Access Management ユーザーが必要です。詳細については、「前提条件 (p. 13)」を参照してくださ
い。
このチュートリアルでは、 を使用しますAWS Management Console この API とすべての関連リソースを
作成する AWS SAM テンプレートについては、template.yaml を参照してください。
トピック
• ステップ 1: DynamoDB テーブルを作成する (p. 175)
• ステップ 2: Lambda 関数を作成する (p. 176)
• ステップ 3: HTTP API を作成する (p. 177)
• ステップ 4: ルートを作成する (p. 177)
• ステップ 5: 統合を作成する (p. 178)
• ステップ 6: 統合をルートにアタッチする (p. 179)
• ステップ 7: API をテストする (p. 179)
• ステップ 8: クリーンアップする (p. 181)
• 次のステップ: AWS SAM または AWS CloudFormation を使用して自動化する (p. 182)

ステップ 1: DynamoDB テーブルを作成する
DynamoDB テーブルを使用して API のデータを保存します。
各項目には一意の ID があり、これをテーブルのパーティションキーとして使用します。

DynamoDB テーブルを作成するには
1.
2.
3.

https://console.aws.amazon.com/dynamodb/ で DynamoDB コンソールを開きます。
[Create table] を選択します。

4.

[パーティションキー] に「id」と入力します。
[作成] を選択します。

5.

[テーブル名] に「http-crud-tutorial-items」と入力します。
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ステップ 2: Lambda 関数を作成する
API のバックエンドに Lambda 関数を作成します。この Lambda 関数は、DynamoDB から項目を作成、
読み取り、更新、および削除します。この関数は、API ゲートウェイのイベントを使用して (p. 671)
DynamoDB との対話方法を決定します。わかりやすくするために、このチュートリアルでは 1 つの
Lambda 関数を使用しますが、ルートごとに個別の関数を作成するのがベストプラクティスです。

Lambda 関数を作成するには
1.

Lambda コンソール (https://console.aws.amazon.com/lambda/) にサインインします。

2.

[関数の作成] を選択します。

3.

[関数名] に「http-crud-tutorial-function」と入力します。

4.

[アクセス許可] で [デフォルトの実行ロールの変更] を選択します。

5.

[Create a new role from AWS policy templates] (AWS ポリシーテンプレートから新しいロールを作成)
を選択します。

6.

[ロール名] に「http-crud-tutorial-role」と入力します。

7.

[ポリシーテンプレート] では、[Simple microservice permissions] を選択します。このポリ
シーは、Lambda 関数に DynamoDB と対話するためのアクセス許可を付与します。

Note
このチュートリアルでは、わかりやすくするために管理ポリシーを使用しますが、独自の
IAM ポリシーを作成して、必要な最小限のアクセス許可を付与するのがベストプラクティス
です。
8.

[関数の作成] を選択します。

9.

コンソールのコードエディタで index.js を開き、その内容を次のコードに置き換えます。[デプロ
イ] を選択して、関数を更新します。

const AWS = require("aws-sdk");
const dynamo = new AWS.DynamoDB.DocumentClient();
exports.handler = async (event, context) => {
let body;
let statusCode = 200;
const headers = {
"Content-Type": "application/json"
};
try {
switch (event.routeKey) {
case "DELETE /items/{id}":
await dynamo
.delete({
TableName: "http-crud-tutorial-items",
Key: {
id: event.pathParameters.id
}
})
.promise();
body = `Deleted item ${event.pathParameters.id}`;
break;
case "GET /items/{id}":
body = await dynamo
.get({
TableName: "http-crud-tutorial-items",
Key: {
id: event.pathParameters.id
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}
})
.promise();
break;
case "GET /items":
body = await dynamo.scan({ TableName: "http-crud-tutorial-items" }).promise();
break;
case "PUT /items":
let requestJSON = JSON.parse(event.body);
await dynamo
.put({
TableName: "http-crud-tutorial-items",
Item: {
id: requestJSON.id,
price: requestJSON.price,
name: requestJSON.name
}
})
.promise();
body = `Put item ${requestJSON.id}`;
break;
default:
throw new Error(`Unsupported route: "${event.routeKey}"`);

}
} catch (err) {
statusCode = 400;
body = err.message;
} finally {
body = JSON.stringify(body);
}
return {
statusCode,
body,
headers
};

};

ステップ 3: HTTP API を作成する
HTTP API は、Lambda 関数の HTTP エンドポイントを提供します。このステップでは、空の API を作成
します。次のステップでは、API と Lambda 関数を接続するようにルートと統合を設定します。

HTTP API を作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

[API を作成] を選択し、[HTTP API] で [構築] を選択します。

3.

[API 名] に「http-crud-tutorial-api」と入力します。

4.

[Next (次へ)] を選択します。

5.

[ルートの設定] で、[次へ] を選択してルートの作成をスキップします。ルートは後で作成します。

6.

API Gateway によって作成されるステージを確認し、[次へ] をクリックします。

7.

[Create] を選択します。

ステップ 4: ルートを作成する
ルートは、着信 API リクエストをバックエンドリソースに送信する方法です。ルートは、HTTP メソッ
ドとリソースパスという 2 つの部分で構成されます (例: GET /items)。この例の API では、次の 4 つの
ルートを作成します。
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• GET /items/{id}
• GET /items
• PUT /items
• DELETE /items/{id}

ルートを作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

API を選択します。

3.

[ルート] をクリックします。

4.

[Create] を選択します。

5.

[Method] (メソッド) で、[GET] を選択します。

6.

パスには、「/items/{id}」と入力します。パスの末尾にある {id} は、クライアントがリクエスト
を行うときに API Gateway がリクエストパスから取得するパスパラメータです。

7.

[Create] を選択します。

8.

GET /items、DELETE /items/{id}、および PUT /items について、ステップ 4～7 を繰り返し
ます 。

ステップ 5: 統合を作成する
ルートをバックエンドリソースに接続するための統合を作成します。この API の例では、すべてのルート
に使用する 1 つの Lambda 統合を作成します。

統合を作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

API を選択します。

3.

[統合] を選択します。

178

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
Lambda と DynamoDB を使用した CRUD API

4.

[統合を管理] を選択し、[作成] をクリックします。

5.

[この統合をルートにアタッチする] はスキップします。これは、後の手順で完了します。

6.

[統合タイプ] で、[Lambda 関数] を選択します。

7.

[Lambda 関数] に「http-crud-tutorial-function」と入力します。

8.

[Create] を選択します。

ステップ 6: 統合をルートにアタッチする
この API の例では、すべてのルートで同じ Lambda 統合を使用します。統合を API のすべてのルートにア
タッチすると、クライアントがいずれかのルートを呼び出すと Lambda 関数が呼び出されます。

統合をルートにアタッチするには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

API を選択します。

3.

[統合] を選択します。

4.

ルートを選択します。

5.

[既存の統合を選択する] で、[http-crud-tutorial-function] を選択します。

6.

[統合をアタッチする] を選択します。

7.

すべてのルートについて、ステップ 4～6 を繰り返します。

すべてのルートが、AWS Lambda 統合がアタッチされていることを示します。

ルートと統合を持つ HTTP API ができたので、API をテストできます。

ステップ 7: API をテストする
API が動作していることを確認するには、curl を使用します。
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API を呼び出すための URL を取得するには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

API を選択します。

3.

API の呼び出し URL を書き留めます。URL は、[詳細] ページの [URL を呼び出す] の下に表示されま
す。

4.

API の呼び出し URL をコピーします。
完全な URL は https://abcdef123.execute-api.us-west-2.amazonaws.com のように見え
ます。

項目の作成または更新
•

次のコマンドを使用して、項目を作成または更新します。コマンドには、項目の ID、料金、名前を含
むリクエスト本文が含まれます。
curl -v -X "PUT" -H "Content-Type: application/json" -d "{\"id\": \"123\", \"price\":
12345, \"name\": \"myitem\"}" https://abcdef123.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/
items

すべての項目を取得するには
•

すべての項目を一覧表示するには、次のコマンドを使用します。
curl -v https://abcdef123.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/items

1 つの項目を取得するには
•

ID で 1 つの項目を取得するには、次のコマンドを使用します。
curl -v https://abcdef123.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/items/123
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項目を削除するには
1.

項目を削除するには、次のコマンドを使用します。
curl -v -X "DELETE" https://abcdef123.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/items/123

2.

項目が削除されたことを確認するには、すべての項目を取得します。
curl -v https://abcdef123.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/items

ステップ 8: クリーンアップする
不要なコストを回避するには、このエクササイズで作成したリソースを削除します。次の手順では、HTTP
API、Lambda 関数、および関連リソースを削除します。

DynamoDB テーブルを削除するには
1.

DynamoDB コンソールを (https://console.aws.amazon.com/dynamodb/) で開きます。

2.

テーブルを選択します。

3.

[テーブルの削除] を選択します。

4.

選択を確認して、[削除] をクリックします。

HTTP API を削除するには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

[ API ] ページで、API を選択します。[ Actions] を選択して、[Delete] を選択します。

3.

[削除] を選択します。

Lambda 関数を削除するには
1.

Lambda コンソール (https://console.aws.amazon.com/lambda/) にサインインします。

2.

[ 関数 ] ページで、関数を選択します。[ Actions] を選択して、[Delete] を選択します。

3.

[削除] を選択します。

Lambda 関数のロググループを削除するには
1.

Amazon CloudWatch コンソールで、[ ロググループページ]を開きます。

2.

[ロググループ] ページで、関数のロググループ (/aws/lambda/http-crud-tutorial-function)
を選択します。[Actions] (アクション) を選択してから、[Delete log group] (ロググループの削除) を選
択します。

3.

[削除] を選択します。

Lambda 関数の実行ロールを削除するには
1.

AWS Identity and Access Management コンソールの [Roles] (ロール) ページを開きます。

2.

関数のロールを選択します (例: http-crud-tutorial-role)。

3.

[ロールの削除] を選択します。

4.

[はい、削除します] を選択します。
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次のステップ: AWS SAM または AWS CloudFormation を使用し
て自動化する
AWS CloudFormation または AWS SAM を使用して、AWS リソースの作成とクリーンアップを自動化で
きます。このチュートリアルのサンプル AWS SAM テンプレートについては、template.yaml を参照し
てください。
AWS CloudFormation テンプレートの例については、「サンプル AWS CloudFormation テンプレート」を
参照してください。

チュートリアル: Amazon ECS サービスへのプライ
ベート統合を使用した HTTP API の構築
このチュートリアルでは、Amazon VPC で実行される Amazon ECS サービスに接続するサーバーレス
API を作成します。Amazon VPC 外のクライアントは、API を使用して Amazon ECS サービスにアクセス
できます。
チュートリアルの所要時間は約 1 時間です。まず、AWS CloudFormation テンプレートを使用して
Amazon VPC と Amazon ECS サービスを作成します。次に、API Gateway コンソールを使用して VPC リ
ンクを作成します。VPC リンクは、API Gateway が Amazon VPC で実行されている Amazon ECS サー
ビスにアクセスすることを許可します。次に、VPC リンクを使用して Amazon ECS サービスに接続する
HTTP API を作成します。最後に、API をテストします。
HTTP API を呼び出すと、API Gateway は VPC リンクを介して Amazon ECS サービスにリクエストを
ルーティングし、サービスからの応答を返します。

このチュートリアルを完了するには、AWS アカウントと、コンソールへのアクセス権がある AWS Identity
and Access Management ユーザーが必要です。詳細については、「前提条件 (p. 13)」を参照してくださ
い。
このチュートリアルでは、 を使用しますAWS Management Console この API とすべての関連リソースを
作成する AWS CloudFormation テンプレートについては、template.yaml を参照してください。
トピック
• ステップ 1: Amazon ECS サービスを作成する (p. 183)
• ステップ 2: VPC リンクを作成する (p. 183)
• ステップ 3: HTTP API を作成する (p. 184)
• ステップ 4: ルートを作成する (p. 184)
• ステップ 5: 統合を作成する (p. 184)
• ステップ 6: API をテストする (p. 185)
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• ステップ 7: クリーンアップ (p. 186)
• 次のステップ: AWS CloudFormation を使用して自動化する (p. 187)

ステップ 1: Amazon ECS サービスを作成する
Amazon ECS は、クラスターで Docker コンテナを簡単に実行、停止、管理できるようにするコンテナ管
理サービスです。このチュートリアルでは、Amazon ECS によって管理されるサーバーレスインフラスト
ラクチャでクラスターを実行します。
この AWS CloudFormation テンプレートをダウンロードして解凍すると、Amazon VPC を含むサービス
のすべての依存関係が作成されます。テンプレートを使用して、Application Load Balancer を使用する
Amazon ECS サービスを作成します。

AWS CloudFormation スタックを作成するには
1.

AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。

2.

[スタックの作成] を選択し、[With new resources (standard) 新しいリソースを使用 (標準)] を選択しま
す。

3.

[Specify template (テンプレートの指定)] で、[Upload a template file (テンプレートファイルのアップ
ロード)] を選択します。

4.

ダウンロードしたテンプレートを選択します。

5.

[Next (次へ)] を選択します。

6.

[Stack name] (スタックの名前) で、http-api-private-integrations-tutorial と入力し、
[Next] (次へ) を選択します。

7.

[Configure stack options] (スタックオプションの設定) で、[Next] (次へ) を選択します。

8.

[Capabilities] (機能) で、AWS CloudFormation がアカウントに IAM リソースを作成できることを承認
します。

9.

[スタックの作成] を選択します。

AWS CloudFormation は ECS サービスをプロビジョニングします。これには数分かかる場合がありま
す。AWS CloudFormation スタックのステータスが CREATE_COMPLETE の場合は、次のステップに進む
準備ができています。

ステップ 2: VPC リンクを作成する
VPC リンクは、API Gateway が Amazon VPC 内のプライベートリソースにアクセスすることを許可しま
す。VPC リンクを使用して、クライアントが HTTP API を介して Amazon ECS サービスにアクセスでき
るようにします。

VPC リンクを作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

[VPC links] (VPC リンク) を選択し、[Create] (作成) を選択します。

3.

[Choose a VPC link version] (VPC リンクバージョンを選択) で、[VPC link for HTTP APIs] (HTTP API
の VPC リンク) を選択します。

4.

[名前] に「private-integrations-tutorial」と入力します。

5.

[VPC] で、ステップ 1 で作成した VPC を選択します。名前は、PrivateIntegrationsStack で始まる必
要があります。

6.

[Subnets] (サブネット) で、VPC 内の 2 つのプライベートサブネットを選択します。名前の末尾は
PrivateSubnet です。
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7.

[Create] を選択します。

VPC リンクを作成すると、API Gateway は、VPC にアクセスするために Elastic Network Interface をプロ
ビジョニングします。プロセスには数分かかることがあります。その間、API を作成できます。

ステップ 3: HTTP API を作成する
HTTP API は、Amazon ECS サービスの HTTP エンドポイントを提供します。このステップでは、空の
API を作成します。ステップ 4 と 5 では、API と Amazon ECS サービスを接続するためのルートと統合を
設定します。

HTTP API を作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

[API を作成] を選択し、[HTTP API] で [構築] を選択します。

3.

[API 名] に「http-private-integrations-tutorial」と入力します。

4.

[Next (次へ)] を選択します。

5.

[ルートの設定] で、[次へ] を選択してルートの作成をスキップします。ルートは後で作成します。

6.

API Gateway が作成するステージを確認します。API Gateway は、自動デプロイを有効にした
$default ステージを作成します。これは、このチュートリアルでは最適な選択肢です。[Next (次
へ)] を選択します。

7.

[Create] を選択します。

ステップ 4: ルートを作成する
ルートは、着信 API リクエストをバックエンドリソースに送信する方法です。ルートは、HTTP メソッド
とリソースパスという 2 つの部分で構成されます (例: GET /items)。この例の API では、1 つのルートを
作成します。

ルートを作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

API を選択します。

3.

[ルート] をクリックします。

4.

[Create] を選択します。

5.

[Method] (メソッド) で、[ANY] を選択します。

6.

パスには、「/{proxy+}」と入力します。パスの最後の {proxy+} は、最大一致のパス変数で
す。API Gateway は、API へのすべてのリクエストをこのルートに送信します。

7.

[Create] を選択します。

ステップ 5: 統合を作成する
ルートをバックエンドリソースに接続するための統合を作成します。

統合を作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

API を選択します。

184

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
Amazon ECS へのプライベート統合

3.

[統合] を選択します。

4.

[統合を管理] を選択し、[作成] をクリックします。

5.

[Attach this integration to a route] (この統合をルートにアタッチする) で、前に作成した ANY /{proxy+}
ルートを選択します。

6.

[Integration type] (統合タイプ) で、[Private resource] (プライベートリソース) を選択します。

7.

[Integration details] (統合の詳細) で、[Select manually] (手動での選択) を選択します。

8.

[Target service] (ターゲットサービス) で、[ALB/NLB] を選択します。

9.

[Load Balancer] (ロードバランサー) には、ステップ 1 で AWS CloudFormation テンプレートを使用し
て作成したロードバランサーを選択します。名前は http-Priva で始まる必要があります。

10. [Listener] (リスナー) で、HTTP 80 を選択します。
11. [VPC link] (VPC リンク) で、ステップ 2 で作成した VPC リンクを選択します。名前は privateintegrations-tutorial である必要があります。
12. [Create] を選択します。
ルートと統合が正しく設定されていることを確認するには、[Attach integrations to routes] (統合をルートに
アタッチする) を選択します。コンソールには、VPC ロードバランサーへの統合を含む ANY /{proxy+}
ルートがあることが示されます。

これで、API をテストする準備ができました。

ステップ 6: API をテストする
次に、API をテストして作動していることを確認します。シンプルにテストをするため、ウェブブラウザ
を使用して API を呼び出します。

API をテストするために
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。
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2.

API を選択します。

3.

API の呼び出し URL を書き留めます。

4.

ウェブブラウザで、API の呼び出し URL にアクセスします。
URL は次のようになります。https://abcdef123.execute-api.us-east-2.amazonaws.com
ブラウザが API にGETリクエストを送信します。

5.

API の応答が、アプリケーションが Amazon ECS で実行されていることを示すウェルカムメッセージ
であることを確認します。
Amazon VPC で実行される Amazon ECS サービスを正常に作成し、VPC リンクを持つ API Gateway
HTTP API を使用して Amazon ECS サービスにアクセスすると、ウェルカムメッセージが表示されま
す。

ステップ 7: クリーンアップ
不要なコストを回避するには、このチュートリアルで作成したリソースを削除します。次の手順で
は、VPC リンク、AWS CloudFormation スタック、および HTTP API を削除します。

HTTP API を削除するには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

[API] ページで API を選択します。[Actions] (アクション)、[Delete] (削除) の順に選択し、選択を確定
します。

VPC リンクを削除するには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

[VPC link] (VPC リンク) を選択します。

3.

VPC リンクを選択し、[Delete] (削除) を選択して、選択を確定します。
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AWS CloudFormation スタックを削除するには
1.

AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。

2.

AWS CloudFormation スタックを選択します。

3.

[Delete] (削除) を選択し、選択を確定します。

次のステップ: AWS CloudFormation を使用して自動化する
このチュートリアルで使用するすべての AWS リソースの作成とクリーンアップを自動化できます。AWS
CloudFormation テンプレートの完全な例については、template.yaml を参照してください。

Amazon API Gateway WebSocket API チュートリ
アル
以下のチュートリアルでは API Gateway WebSocket API の学習に役立つ実践的な演習を提供します。
トピック
• チュートリアル: WebSocket API、Lambda、DynamoDB を使用したサーバーレスチャットアプリケー
ションの構築 (p. 187)

チュートリアル: WebSocket
API、Lambda、DynamoDB を使用したサーバーレス
チャットアプリケーションの構築
このチュートリアルでは、WebSocket API を使用してサーバーレスチャットアプリケーションを作成しま
す。WebSocket API を使用すると、クライアント間の双方向通信をサポートできます。クライアントは、
更新をポーリングしなくてもメッセージを受信できます。
このチュートリアルの完了には約 30 分かかります。最初に、AWS CloudFormation テンプレートを使用
して API リクエストを処理する Lambda 関数と、クライアント ID を保存する DynamoDB テーブルを作成
します。次に、API Gateway コンソールを使用して、Lambda 関数と統合する WebSocket API を作成しま
す。最後に、API をテストして、メッセージが送受信されることを確認します。
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このチュートリアルを完了するには、AWS アカウントと、コンソールへのアクセス権がある AWS Identity
and Access Management ユーザーが必要です。詳細については、「前提条件 (p. 13)」を参照してくださ
い。
また、API に接続するには wscat も必要です。詳細については、「the section called “wscat を使用した
WebSocket API への接続とメッセージの送信” (p. 750)」を参照してください。
このチュートリアルでは、 を使用しますAWS Management Console この API とすべての関連リソースを
作成する AWS CloudFormation テンプレートについては、chat-app.yaml を参照してください。
トピックス
• ステップ 1: Lambda 関数と DynamoDB テーブルを作成する (p. 188)
• ステップ 2: WebSocket API を作成する (p. 189)
• ステップ 3: API をテストする (p. 189)
• ステップ 4: クリーンアップする (p. 191)
• 次のステップ: AWS CloudFormation を使用して自動化する (p. 191)

ステップ 1: Lambda 関数と DynamoDB テーブルを作成する
AWS CloudFormation のアプリケーション作成テンプレートをダウンロードして解凍します。このテンプ
レートを使用して、アプリケーションのクライアント ID を保存する Amazon DynamoDB テーブルを作成
します。接続されている各クライアントには、テーブルのパーティションキーとして使用する一意の ID が
あります。このテンプレートは、DynamoDB のクライアント接続を更新し、接続されたクライアントへの
メッセージの送信を処理する Lambda 関数も作成します。

AWS CloudFormation スタックを作成するには
1.

AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。

2.

[スタックの作成] を選択し、[With new resources (standard) 新しいリソースを使用 (標準)] を選択しま
す。

3.

[Specify template (テンプレートの指定)] で、[Upload a template file (テンプレートファイルのアップ
ロード)] を選択します。
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4.

ダウンロードしたテンプレートを選択します。

5.

[Next (次へ)] を選択します。

6.

[Stack name] (スタックの名前) で、websocket-api-chat-app-tutorial と入力し、[Next] (次へ)
を選択します。

7.

[Configure stack options] (スタックオプションの設定) で、[Next] (次へ) を選択します。

8.

[Capabilities] (機能) で、AWS CloudFormation がアカウントに IAM リソースを作成できることを承認
します。

9.

[スタックの作成] を選択します。

AWS CloudFormation は、テンプレートで指定されたリソースをプロビジョニングします。リソース
のプロビジョニングには数分かかることがあります。AWS CloudFormation スタックのステータスが
CREATE_COMPLETE の場合は、次のステップに進む準備ができています。

ステップ 2: WebSocket API を作成する
WebSocket API を作成して、クライアント接続を処理し、ステップ 1 で作成した Lambda 関数にリクエス
トをルーティングします。

WebSocket API を作成するには
1.

API Gateway コンソール (https://console.aws.amazon.com/apigateway) にサインインします。

2.

[API の作成] を選択します。次に、[WebSocket API] で [Build] (ビルド) を選択します

3.

[API 名] に「websocket-chat-app-tutorial」と入力します。

4.

[Route selection expression] (ルート選択式) に「request.body.action」と入力します。ルート選
択式は、クライアントがメッセージを送信したときに API Gateway が呼び出すルートを決定します。

5.

[Next (次へ)] を選択します。

6.

[Predefined routes] (定義済みのルート) で、[Add $connect] ($connect の追加)、[Add $disconnect]
($disconnect の追加)、および [Add $default] ($default の追加) を選択します。[$connect] および
[$disconnect] ルートは、クライアントが API に接続または切断したときに API Gateway が自動的に
呼び出す特別なルートです。API Gateway は、他のルートがリクエストに一致するルートがない場合
に、$default ルートを呼び出します。

7.

[Custom routes] (カスタムルート) で、[Add custom route] (カスタムルートの追加) を選択します。
[Route key] (ルートキー) に「sendmessage」と入力します。このカスタムルートは、接続されたク
ライアントに送信されるメッセージを処理します。

8.

[Next (次へ)] を選択します。

9.

[Attach integrations] (統合のアタッチ) で、各ルートと [Integration type] (統合タイプ) ごとに、Lambda
を選択します。
[Lambda] には、ステップ 1 で AWS CloudFormation を使用して作成した、対応する Lambda
関数を選択します。各関数の名前はルートと一致します。例えば、[$connect] ルートの場合
は、WsChatAppStack-ConnectHandler という名前の関数を選択します。

10. API Gateway が作成するステージを確認します。デフォルトでは、API Gateway はステージ名
production を作成し、API をそのステージに自動的にデプロイします。[Next (次へ)] を選択しま
す。
11. [Create and deploy] (作成してデプロイ) を選択します。

ステップ 3: API をテストする
次に、API をテストして正しく動作していることを確認します。API に接続するには、wscat コマンドを
使用します。
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API の呼び出し URL を取得するには
1.

API Gateway コンソール (https://console.aws.amazon.com/apigateway) にサインインします。

2.

API を選択します。

3.

[Stages] (ステージ) を選択し、[production] (本稼働) を選択します。

4.

API の [WebSocket URL] を書き留めます。URL は次のようになりま
す。wss://abcdef123.execute-api.us-east-2.amazonaws.com/production

API に接続するには
1.

API に接続するには、以下のコマンドを使用します。API に接続すると、API Gateway は $connect
ルートを呼び出します。このルートが呼び出されると、DynamoDB に接続 ID を保存する Lambda 関
数が呼び出されます。
wscat -c wss://abcdef123.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/production

Connected (press CTRL+C to quit)

2.

新しいターミナルを開き、次のパラメータを指定して wscat コマンドを再度実行します。
wscat -c wss://abcdef123.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/production

Connected (press CTRL+C to quit)

これにより、メッセージを交換できる 2 つの接続されたクライアントが提供されます。

メッセージを送信するには
•

API Gateway は、API のルート選択式に基づいて、呼び出すルートを決定します。API のルート選択
式は $request.body.action です。その結果、API Gateway は次のメッセージを送信したときに
sendmessage ルートを呼び出します。
{"action": "sendmessage", "message": "hello, everyone!"}

呼び出されたルートに関連付けられた Lambda 関数は、DynamoDB からクライアント ID を収集しま
す。次に、Lambda 関数は API Gateway Management API を呼び出し、それらのクライアントにメッ
セージを送信します。接続されているすべてのクライアントが、次のメッセージを受け取ります。
< hello, everyone!

API の $default ルートを呼び出すには
•

API Gateway は、定義されたルートと一致しないメッセージをクライアントが送信すると、API のデ
フォルトルートを呼び出します。$default ルートに関連付けられた Lambda 関数 は、API Gateway
Management API を使用して、接続に関するクライアント情報を送信します。
test
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Use the sendmessage route to send a message. Your info:
{"ConnectedAt":"2022-01-25T18:50:04.673Z","Identity":
{"SourceIp":"192.0.2.1","UserAgent":null},"LastActiveAt":"2022-01-25T18:50:07.642Z","connectionID":

API から切断するには
•

API から切断するには、CTRL+C を押します。クライアントが API から切断されると、API Gateway
は API の $disconnect ルートを呼び出します。API の $disconnect ルートの Lambda 統合
は、DynamoDB から接続 ID を削除します。

ステップ 4: クリーンアップする
不要なコストを回避するには、このチュートリアルで作成したリソースを削除します。次のステップで
は、AWS CloudFormation スタックと WebSocket API を削除します。

WebSocket API を削除するには
1.
2.

API Gateway コンソール (https://console.aws.amazon.com/apigateway) にサインインします。
[API] ページで websocket-chat-app-tutorial API を選択します。[Actions] (アクション)、
[Delete] (削除) の順に選択し、選択を確定します。

AWS CloudFormation スタックを削除するには
1.

AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。

2.
3.

AWS CloudFormation スタックを選択します。
[Delete] (削除) を選択し、選択を確定します。

次のステップ: AWS CloudFormation を使用して自動化する
このチュートリアルで使用するすべての AWS リソースの作成とクリーンアップを自動化できます。これ
らのアクションを自動化する AWS CloudFormation テンプレートの例については、「chat-app.yaml」を参
照してください。
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REST API の操作
API Gateway の REST API は、バックエンドの HTTP エンドポイント、Lambda 関数、その他の AWS の
サービスを使用して統合されているリソースおよびメソッドのコレクションです。API Gateway 機能を使
用すると、作成から本番稼働 API のモニタリングまで、API ライフサイクルのあらゆる側面を支援できま
す。
API Gateway REST APIは、クライアントがサービスにリクエストを送信し、サービスが同期的に応答す
るリクエスト/レスポンスモデルを使用します。この種のモデルは、同期通信に依存する多くの異なる種類
のアプリケーションに適しています。
トピック
• API Gateway での REST API の開発 (p. 192)
• ユーザーが呼び出せるように REST API を公開する (p. 448)
• REST API のパフォーマンスの最適化 (p. 500)
• REST API をクライアントに配布する (p. 510)
• REST API の保護 (p. 596)
• REST API のモニタリング (p. 637)

API Gateway での REST API の開発
このセクションでは、API Gateway API の開発中に必要な API Gateway 機能について詳しく説明します。
API Gateway API の開発中、API の特性をいくつか決定することになります。これらの特性は API のユー
スケースによって異なります。たとえば、API を特定のクライアントのみが呼び出せるようにしたり、す
べてのユーザーが利用できるようにしたりできます。API コールで Lambda 関数の実行、データベースク
エリの作成やアプリケーションの呼び出しができます。
トピック
• Amazon API Gateway での REST API の作成 (p. 192)
• API Gateway での REST API へのアクセスの制御と管理 (p. 225)
• REST API 統合の設定 (p. 276)
• API Gateway でリクエスト検証を有効にする (p. 318)
• REST API のデータ変換の設定 (p. 331)
• API Gateway でのゲートウェイレスポンス (p. 378)
• REST API リソースの CORS を有効にする (p. 385)
• REST API のバイナリメディアタイプの使用 (p. 393)
• Amazon API Gateway での REST API の呼び出し (p. 416)
• OpenAPI を使用した REST API の設定 (p. 438)

Amazon API Gateway での REST API の作成
Amazon API Gateway では、REST API を、API Gateway リソースと呼ばれるプログラム可能なエンティ
ティのコレクションとして構築します。たとえば、RestApi リソースを使用して Resource エンティ
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ティのコレクションを含むことができる API を表します。各 Resource エンティティは、Method リソー
スを 1 つ以上持つことができます。リクエストパラメーターと本文で表された Method は、クライアント
が公開された Resource にアクセスするためのアプリケーションプログラミングインターフェイスを定義
し、クライアントによって送信された受信リクエストを表します。その後、Integration リソースを作
成し、受信リクエストを指定の統合エンドポイント URI に転送することにより、統合エンドポイントとも
呼ばれるバックエンドエンドポイントと Method を統合します。必要に応じて、バックエンド要件を満た
すようにリクエストパラメーターや本文を変換します。レスポンスでは、MethodResponse を作成して
クライアントが受信するリクエストを表し、IntegrationResponse リソースを作成してバックエンド
から返されるリクエストレスポンスを表すことができます。統合レスポンスを設定し、データがクライア
ントに返される前にバックエンドレスポンスデータを変換するか、バックエンドレスポンスをそのままク
ライアントにパスすることができます。
ユーザーが API を理解しやすいように、API 作成の一環として、または API 作成後に API のド
キュメントを提供することもできます。これを行うには、サポートされている API エンティティに
DocumentationPart リソースを追加します。
クライアントが API を呼び出す方法を制御するには、 IAM アクセス許可 (p. 243)、Lambda 認
証 (p. 251)、または Amazon Cognito ユーザープール (p. 268)を使用します。API の使用を計測するに
は、API リクエストを調整するように使用量プラン (p. 510)を設定します。これらは、API の作成または
更新時に有効化できます。
API Gateway コンソール、API Gateway REST API、AWS CLI、または AWS SDK のいずれかを使用し
て、これらのタスクや他のタスクを実行できます。次のこれらのタスクを実行する方法を説明します。
トピック
• API Gateway API に対してセットアップするエンドポイントタイプを選択する (p. 193)
• API Gateway の REST API セットアップを初期化する (p. 195)
• API Gateway で REST API メソッドをセットアップする (p. 212)

API Gateway API に対してセットアップするエンドポイントタイ
プを選択する
API エンドポイント (p. 6)タイプは、API のホスト名を参照します。API エンドポイントタイプは、API ト
ラフィックの大部分の発信元となっている場所に応じて、エッジ最適化、リージョン別、またはプライ
ベートとすることができます。

エッジ最適化 API エンドポイント
エッジ最適化された API エンドポイント (p. 7)は、地理的に分散されたクライアントに最適です。API
リクエストは、最寄りの CloudFront POP (Point Of Presence) にルーティングされます。これは、API
Gateway REST API のデフォルトのエンドポイントタイプです。
エッジ最適化された API では、HTTP ヘッダーの名前の最初の文字は大文字になります (例: Cookie)。
CloudFront は、リクエストをオリジンに転送する前に、Cookie 名の自然な順序で HTTP Cookie を並べ
替えます。CloudFront が Cookie を処理する方法の詳細については、「Cookie に基づいたコンテンツの
キャッシュ」を参照してください。
エッジ最適化された API に使用するカスタムドメイン名はすべてのリージョンに適用されます。

リージョン API エンドポイント
リージョン別 API エンドポイント (p. 8)は同じリージョンのクライアントを対象としています。EC2 イン
スタンスで実行されているクライアントが同じリージョンの API を呼び出す場合、または API が要求の高
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い少数のクライアントへのサービスを目的としている場合、リージョン別 API は接続のオーバーヘッドを
減らします。
リージョン別 API の場合、ユーザーが使用するカスタムドメイン名は API がデプロイされているリージョ
ンに固有です。複数のリージョンでリージョン別 API をデプロイする場合、すべてのリージョンで同じカ
スタムドメイン名を使用できます。カスタムドメインを Amazon Route 53 と組み合わせて使用すると、レ
イテンシーベースのルーティングなどのタスクを実行できます。詳細については、「the section called
“リージョン別カスタムドメイン名の設定” (p. 492)」および「the section called “エッジ最適化カスタムド
メイン名の作成” (p. 487)」を参照してください。
リージョン別 API エンドポイントは、すべてのヘッダー名をそのまま渡します。

プライベート API エンドポイント
プライベート API エンドポイント (p. 8)は、Amazon Virtual Private Cloud (VPC) からしかアクセスでき
ない API エンドポイントです。インターフェイス VPC エンドポイントは、VPC 内に作成するエンドポ
イントネットワークインターフェイス (ENI) です。詳細については、「the section called “プライベート
API” (p. 630)」を参照してください。
Private API エンドポイントは、すべてのヘッダー名をそのまま渡します。

API Gateway で API エンドポイントタイプを変更する (パブリックまたはプライ
ベート)
API エンドポイントタイプを変更するには、API の設定を更新する必要があります。API Gateway コン
ソール、AWS CLI、または API Gateway 用の AWS SDK を使用して、既存の API タイプを変更できま
す。更新オペレーションが完了するまでに最大 60 秒かかることがあります。この間、API は使用可能にな
りますが、現在の変更が完了するまでそのエンドポイントタイプを再度変更することはできません。
次のエンドポイントタイプの変更がサポートされています。
• エッジ最適化からリージョンからプライベートへ
• リージョンからエッジ最適化またはプライベートへ
• プライベートからリージョンへ
プライベート API をエッジ最適化 API に変更することはできません。
パブリック API をエッジ最適化からリージョン、またはその逆に変更する場合、エッジ最適化 API とリー
ジョン API とでは動作が異なることがあります。たとえば、エッジ最適化 API は Content-MD5 ヘッダー
を削除します。バックエンドに渡される MD5 ハッシュ値はすべて、リクエスト文字列パラメータまたは
body プロパティで表現できます。しかし、リージョン API は、場合によってはヘッダー名を別の名前に再
マップするものの、このヘッダーを渡します。この違いを理解することは、エッジ最適化 API をリージョ
ン API に更新する方法、またはリージョン API からエッジ最適化 API に更新する方法を決めるのに役立ち
ます。
トピック
• API Gateway コンソールを使用して API エンドポイントの種類を変更する (p. 194)
• AWS CLI を使用して API エンドポイントタイプを変更する (p. 195)

API Gateway コンソールを使用して API エンドポイントの種類を変更する
API の API エンドポイントタイプを変更するには、次の一連の手順のいずれかを実行します。

エンドポイントをパブリックからリージョンまたはエッジ最適化 (またはその逆) に変換するには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。
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2.

REST API を選択します。

3.

[設定] を選択します。

4.

[エンドポイント設定] で、[エンドポイントタイプ] オプションを [Edge Optimized] から
[Regional] に、または [Regional] から [Edge Optimized] に変更します。

5.

[Save Changes (変更を保存)] を選択して更新を開始します。

プライベートエンドポイントをリージョンエンドポイントに変換するには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

REST API を選択します。

3.

VPC の外部からの API コールも VPC 内部と同様に成功するように、API のリソースポリシーを編集
して、VPC または VPC エンドポイントの指定を削除します。

4.

[設定] を選択します。

5.

[エンドポイントタイプ] を Regional に変更します。

6.

[Save Changes (変更を保存)] を選択して更新を開始します。

7.

リソースポリシーを API から削除します。

8.

API を再デプロイします。これにより変更が有効になります。

AWS CLI を使用して API エンドポイントタイプを変更する
AWS CLI を使用して {api-id} という API の ID を持つエッジ最適化の API を更新するには、以下のよ
うに update-rest-api の を呼び出します。
aws apigateway update-rest-api \
--rest-api-id {api-id} \
--patch-operations op=replace,path=/endpointConfiguration/types/EDGE,value=REGIONAL

成功のレスポンスには、200 OK ステータスコードと以下のようなペイロードが含まれます。
{
"createdDate": "2017-10-16T04:09:31Z",
"description": "Your first API with Amazon API Gateway. This is a sample API that
integrates via HTTP with our demo Pet Store endpoints",
"endpointConfiguration": {
"types": "REGIONAL"
},
"id": "0gsnjtjck8",
"name": "PetStore imported as edge-optimized"

}

逆に、以下のようにリージョン API をエッジ最適化 API に更新します。
aws apigateway update-rest-api \
--rest-api-id {api-id} \
--patch-operations op=replace,path=/endpointConfiguration/types/REGIONAL,value=EDGE

put-rest-api は API 定義の更新用なので、API エンドポイントタイプの更新には適用されません。

API Gateway の REST API セットアップを初期化する
この例では、簡略化された PetStore API を HTTP 統合とともに使用し、GET /pets および GET /pets/
{petId} メソッドを公開します。これらのメソッドは 2 つの HTTP エンドポイント (それぞれ http://
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petstore-demo-endpoint.execute-api.com/petstore/pets および http://petstore-demoendpoint.execute-api.com/petstore/pets/{petId}) と統合されます。API は 200 OK レスポン
スを処理します。可能な場合に API Gateway でデフォルト設定を利用して API を作成するための基本的な
プログラミングタスクについて次の例で説明します。
デフォルト設定により、作成された API はエッジ最適化されています。他にリージョン別 API をセット
アップする (p. 209)方法もあります。リージョン別 API をセットアップするには、API のエンドポイント
タイプを明示的に REGIONAL として設定する必要があります。エッジ最適化された API を明示的にセット
アップするため、EDGE を endpointConfiguration のタイプとして設定できます。
API を設定する際は、リージョンを選択する必要があります。デプロイ時、API はリージョン固有のも
のになります。エッジ最適化された API では、ベース URL は http[s]://{restapi-id}.executeapi.amazonaws.com/stage 形式で、{restapi-id} が、API Gateway によって生成される API の ID
値です。API のホスト名としてカスタムドメイン名 (apis.example.com など) を割り当て、https://
apis.example.com/myApi 形式のベース URL で API を呼び出すことができます。
トピック
• API Gateway コンソールを使用して API をセットアップする (p. 196)
• AWS CLI コマンドを使用してエッジ最適化 API をセットアップする (p. 196)
• AWS SDK for Node.js を使用してエッジ最適化 API をセットアップする (p. 201)
• OpenAPI 定義をインポートしてエッジ最適化 API をセットアップする (p. 208)
• API Gateway でリージョン API を設定する (p. 209)

API Gateway コンソールを使用して API をセットアップする
API Gateway コンソールを使用して API Gateway API をセットアップするには、「チュートリアル: HTTP
非プロキシ統合を使用して REST API をビルドする (p. 49)」を参照してください。
次の例に、API をセットアップする方法を示します。詳細については、「チュートリアル: サンプルをイン
ポートして REST API を作成する (p. 36)」を参照してください。
または、API Gateway のAPI のインポート (p. 438)機能を使用して API をセットアップし、OpenAPI 2.0
で表されたものなど、外部の API 定義を OpenAPI への API Gateway 拡張機能の使用 (p. 771) と使用し
てアップロードできます。「チュートリアル: サンプルをインポートして REST API を作成する (p. 36)」
で示されている例では、API のインポート機能を使用しています。

AWS CLI コマンドを使用してエッジ最適化 API をセットアップする
AWS CLI を使用して API をセットアップするには、create-rest-api、create-resource、getresources、put-method、put-method-response、put-integration、および putintegration-response コマンドを使用する必要があります。以下の手順では、これらの AWS CLI コ
マンドを使用して HTTP 統合タイプのシンプルな PetStore API を作成する方法を示します。

AWS CLI を使用してシンプルな PetStore API を作成するには
1.

create-rest-api コマンドを呼び出して特定のリージョン (RestApi) に us-west-2 をセット
アップします。
aws apigateway create-rest-api --name 'Simple PetStore (AWS CLI)' --region us-west-2

このコマンドの出力は次のとおりです。
{

"name": "Simple PetStore (AWS CLI)",
"id": "vaz7da96z6",
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}

"createdDate": 1494572809

返された値である新しく作成した id の RestApi をメモしておきます。API の他の部分でこれをセッ
トアップする必要があります。
2.

get-resources コマンドを呼び出して、RestApi のルートリソース ID を取得します。
aws apigateway get-resources --rest-api-id vaz7da96z6 --region us-west-2

このコマンドの出力は次のとおりです。
{

}

"items": [
{
"path": "/",
"id": "begaltmsm8"
}
]

ルートリソース Id をメモしておきます。API のリソースツリーの設定、さらにメソッドと統合の設
定を開始する必要があります。
3.

create-resource コマンドを呼び出し、ルートリソース (pets) の下に子リソース (begaltmsm8)
を追加します。
aws apigateway create-resource --rest-api-id vaz7da96z6 \
--region us-west-2 \
--parent-id begaltmsm8 \
--path-part pets

このコマンドの出力は次のとおりです。
{

}

"path": "/pets",
"pathPart": "pets",
"id": "6sxz2j",
"parentId": "begaltmsm8"

ルート下に子リソースを追加するには、ルートリソース Id を parentId プロパティ値として指定し
ます。同様に、pets リソースの下に子リソースを追加するには、parent-id の値を pets リソース
id の 6sxz2j と置き換えて前のステップを繰り返します。
aws apigateway create-resource --rest-api-id vaz7da96z6 \
--region us-west-2 \
--parent-id 6sxz2j \
--path-part '{petId}'

パス部分をパスパラメータにするには、中括弧 ({、}) で囲みます。成功すると、このコマンドは以下
のようなレスポンスを返します。
{

"path": "/pets/{petId}",
"pathPart": "{petId}",
"id": "rjkmth",
"parentId": "6sxz2j"
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}

2 つのリソース (/pets (6sxz2j) と /pets/{petId} (rjkmth)) を作成したので、次はこれらのメ
ソッドをセットアップします。
4.

put-method コマンドを呼び出し、GET HTTP メソッドを /pets リソースに追加します。これによ
り、Method の API GET /pets がオープンアクセスで作成され、ID 値 /pets によって 6sxz2j リ
ソースが参照されます。
aws apigateway put-method --rest-api-id vaz7da96z6 \
--resource-id 6sxz2j \
--http-method GET \
--authorization-type "NONE" \
--region us-west-2

正常に実行された場合、このコマンドの出力は以下のようになります。
{

}

"apiKeyRequired": false,
"httpMethod": "GET",
"authorizationType": "NONE"

authorization-type が NONE に設定されているため、メソッドはオープンアクセスのもので
す。認証されたユーザーにのみ、メソッドの呼び出しを許可するには、IAM ロールおよびポリ
シー、Lambda オーソライザー (以前のカスタムオーソライザー)、または Amazon Cognito ユーザー
プールを使用します。詳細については、「the section called “アクセスコントロール” (p. 225)」を参
照してください。
/pets/{petId} リソース (rjkmth) への読み取りアクセスを有効化するには、次のように GET
HTTP メソッドを追加して Method の API GET /pets/{petId} を作成します。
aws apigateway put-method --rest-api-id vaz7da96z6 \
--resource-id rjkmth --http-method GET \
--authorization-type "NONE" \
--region us-west-2 \
--request-parameters method.request.path.petId=true

正常に実行された場合、このコマンドの出力は以下のようになります。
{

}

"apiKeyRequired": false,
"httpMethod": "GET",
"authorizationType": "NONE",
"requestParameters": {
"method.request.path.petId": true
}

petId のメソッドリクエストパスパラメータは、動的なセット値の必須リクエストパラメータとして
指定され、対応する統合リクエストパラメータにマッピングされ、バックエンドにパスされる必要が
あります。
5.

put-method-response コマンドを呼び出して GET /pets メソッドの 200 の OK レスポンスを
セットアップし、ID 値 /pets で 6sxz2j リソースを指定します。
aws apigateway put-method-response --rest-api-id vaz7da96z6 \
--resource-id 6sxz2j --http-method GET \
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--status-code 200

--region us-west-2

このコマンドの出力は次のとおりです。
{
}

"statusCode": "200"

同様に以下を実行して GET /pets/{petId} メソッドの 200 の OK レスポンスを設定し、リソース
ID 値 /pets/{petId} によって rjkmth リソースを指定します。
aws apigateway put-method-response --rest-api-id vaz7da96z6 \
--resource-id rjkmth --http-method GET \
--status-code 200 --region us-west-2

API の簡単なクライアントインターフェイスを設定したことで、API メソッドとバックエンドの統合
のセットアップに進むことができます。
6.

put-integration コマンドを呼び出して、Integration メソッドの指定したエンドポイントで
GET /pets をセットアップします。/pets リソースは、リソース ID 6sxz2j によって識別されま
す。
aws apigateway put-integration --rest-api-id vaz7da96z6 \
--resource-id 6sxz2j --http-method GET --type HTTP \
--integration-http-method GET \
--uri 'http://petstore-demo-endpoint.execute-api.com/petstore/pets' \
--region us-west-2

このコマンドの出力は次のとおりです。
{

}

"httpMethod": "GET",
"passthroughBehavior": "WHEN_NO_MATCH",
"cacheKeyParameters": [],
"type": "HTTP",
"uri": "http://petstore-demo-endpoint.execute-api.com/petstore/pets",
"cacheNamespace": "6sxz2j"

uri の統合 http://petstore-demo-endpoint.execute-api.com/petstore/pets
は、GET /pets メソッドの統合エンドポイントを指定します。
同様に、次の手順で GET /pets/{petId} メソッドの統合リクエストを作成します。
aws apigateway put-integration \
--rest-api-id vaz7da96z6 \
--resource-id rjkmth \
--http-method GET \
--type HTTP \
--integration-http-method GET \
--uri 'http://petstore-demo-endpoint.execute-api.com/petstore/pets/{id}' \
--request-parameters
'{"integration.request.path.id":"method.request.path.petId"}' \
--region us-west-2

ここでは、統合エンドポイント (uri の http://petstore-demo-endpoint.execute-api.com/
petstore/pets/{id}) はパスパラメータ (id) も使用します。この値は、{petId} の対応するメ
ソッドリクエストのパスパラメータからマッピングされます。マッピングは request-parameters
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の一部として定義されます。ここでこのマッピングが定義されていない場合、クライアントはメソッ
ドを呼び出そうとするとエラーレスポンスを受信します。
このコマンドの出力は次のとおりです。
{

}

7.

"passthroughBehavior": "WHEN_NO_MATCH",
"cacheKeyParameters": [],
"uri": "http://petstore-demo-endpoint.execute-api.com/petstore/pets/{id}",
"httpMethod": "GET",
"cacheNamespace": "rjkmth",
"type": "HTTP",
"requestParameters": {
"integration.request.path.id": "method.request.path.petId"
}

put-integration-response コマンドを呼び出して、HTTP バックエンドと統合された
IntegrationResponse メソッドの GET /pets を作成します。
aws apigateway put-integration-response --rest-api-id vaz7da96z6 \
--resource-id 6sxz2j --http-method GET \
--status-code 200 --selection-pattern "" \
--region us-west-2

このコマンドの出力は次のとおりです。
{
}

"selectionPattern": "",
"statusCode": "200"

同様に、次の put-integration-response コマンドを呼び出して IntegrationResponse メ
ソッドの GET /pets/{petId} を作成します。
aws apigateway put-integration-response --rest-api-id vaz7da96z6 \
--resource-id rjkmth --http-method GET
--status-code 200 --selection-pattern ""
--region us-west-2

前のステップでは、顧客が PetStore ウェブサイトで購入可能なペットを検索して指定の識別子で各
ペットを表示できるようにする簡単な API のセットアップを完了しました。顧客がこれを呼び出せる
ようにするには API をデプロイする必要があります。
8.

stage を呼び出して、API を create-deployment ステージなどにデプロイします。
aws apigateway create-deployment --rest-api-id vaz7da96z6 \
--region us-west-2 \
--stage-name test \
--stage-description 'Test stage' \
--description 'First deployment'

この API をテストするには、https://vaz7da96z6.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/
test/pets URL をブラウザに入力し、vaz7da96z6 を API の識別子に置き換えます。問題がなければ、
出力は次のようになります。
[

{
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"id": 1,
"type": "dog",
"price": 249.99

},
{

"id": 2,
"type": "cat",
"price": 124.99

},
{

]

}

"id": 3,
"type": "fish",
"price": 0.99

GET /pets/{petId} メソッドをテストするため、ブラウザに https://vaz7da96z6.executeapi.us-west-2.amazonaws.com/test/pets/3 と入力します。以下のレスポンスが得られるはずで
す。
{

}

"id": 3,
"type": "fish",
"price": 0.99

AWS SDK for Node.js を使用してエッジ最適化 API をセットアップする
実例として、API Gateway API の作成に AWS SDK を使用する方法を説明するために、Node.js の AWS
SDK を使用します。開発環境のセットアップ方法など、AWS SDK の詳細な使用方法については、「AWS
SDK」を参照してください。
Node.js の AWS SDK を使用した API の設定では、createRestApi、createResource ま
たは getResources、putMethod、putMethodResponse、putIntegration、および
putIntegrationResponse 関数を呼び出します。
次の手順では、GET /pets および GET /pets/{petId} メソッドをサポートする簡単な PetStore API
をセットアップするためにこれらの SDK コマンドを使用するうえで重要なステップを説明します。

Node.js の AWS SDK を使用して簡単な PetStore API をセットアップする
1.

SDK をインスタンス化します。
var AWS = require('aws-sdk');
AWS.config.region = 'us-west-2';
var apig = new AWS.APIGateway({apiVersion: '2015/07/09'});

2.

createRestApi 関数を呼び出して RestApi エンティティをセットアップします。
apig.createRestApi({
name: "Simple PetStore (node.js SDK)",
binaryMediaTypes: [
'*'
],
description: "Demo API created using the AWS SDK for node.js",
version: "0.00.001"
}, function(err, data){
if (!err) {
console.log(data);
} else {
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console.log('Create API failed:\n', err);
}
});

関数は次の結果のような出力を返します。
{

}

id: 'iuo308uaq7',
name: 'PetStore (node.js SDK)',
description: 'Demo API created using the AWS SDK for node.js',
createdDate: 2017-09-05T19:32:35.000Z,
version: '0.00.001',
binaryMediaTypes: [ '*' ]

得られた API の識別子は iuo308uaq7 です。API のセットアップを続行するにはこれを指定する必要
があります。
3.

getResources 関数を呼び出して RestApi のルートリソース ID を取得します。
apig.getResources({
restApiId: 'iuo308uaq7'
}, function(err, data){
if (!err) {
console.log(data);
} else {
console.log('Get the root resource failed:\n', err);
}
})

この関数は次の結果のような出力を返します。
{

}

"items": [
{
"path": "/",
"id": "s4fb0trnk0"
}
]

ルートリソース識別子は s4fb0trnk0 です。ここから、次の手順である API リソースツリーの構築
を開始できます。
4.

createResource 関数を呼び出して API の /pets リソースをセットアップし、s4fb0trnk0 プロ
パティでルートリソース識別子 (parentId) を指定します。
apig.createResource({
restApiId: 'iuo308uaq7',
parentId: 's4fb0trnk0',
pathPart: 'pets'
}, function(err, data){
if (!err) {
console.log(data);
} else {
console.log("The '/pets' resource setup failed:\n", err);
}
})

成功すると次のような結果が得られます。
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{

}

"path": "/pets",
"pathPart": "pets",
"id": "8sxa2j",
"parentId": "s4fb0trnk0'"

/pets/{petId} リソースをセットアップするには、次の createResource 関数を呼び出し、/
pets プロパティに新しく作成された 8sxa2j リソース (parentId) を指定します。
apig.createResource({
restApiId: 'iuo308uaq7',
parentId: '8sxa2j',
pathPart: '{petId}'
}, function(err, data){
if (!err) {
console.log(data);
} else {
console.log("The '/pets/{petId}' resource setup failed:\n", err);
}
})

正常に終了すると、新しく作成されたリソースの id 値が返されます。
{

}

"path": "/pets/{petId}",
"pathPart": "{petId}",
"id": "au5df2",
"parentId": "8sxa2j"

この手順を通して、リソース ID /pets を指定して 8sxa2j リソースを、リソース ID /pets/
{petId} を指定して au5df2 リソースを参照します。
5.

putMethod 関数を呼び出して GET HTTP メソッドを /pets リソース (8sxa2j) に追加します。これ
により、GET /pets Method がオープンアクセスでセットアップされます。
apig.putMethod({
restApiId: 'iuo308uaq7',
resourceId: '8sxa2j',
httpMethod: 'GET',
authorizationType: 'NONE'
}, function(err, data){
if (!err) {
console.log(data);
} else {
console.log("The 'GET /pets' method setup failed:\n", err);
}
})

この関数は次の結果のような出力を返します。
{

}

"apiKeyRequired": false,
"httpMethod": "GET",
"authorizationType": "NONE"
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GET リソース (/pets/{petId}) にオープンアクセスを使用して au5df2 の API メソッドをセット
アップする GET /pets/{petId} HTTP メソッドを追加するには、次のように putMethod 関数を呼
び出します。
apig.putMethod({
restApiId: 'iuo308uaq7',
resourceId: 'au5df2',
httpMethod: 'GET',
authorizationType: 'NONE',
requestParameters: {
"method.request.path.petId" : true
}
}, function(err, data){
if (!err) {
console.log(data);
} else {
console.log("The 'GET /pets/{petId}' method setup failed:\n", err);
}
})

この関数は次の結果のような出力を返します。
{

}

"apiKeyRequired": false,
"httpMethod": "GET",
"authorizationType": "NONE",
"requestParameters": {
"method.request.path.petId": true
}

前の例のように requestParameters プロパティを設定し、クライアントの指定する petId 値を
バックエンドにマッピングおよびパスする必要があります。
6.

putMethodResponse 関数を呼び出して GET /pets メソッドのメソッドレスポンスをセットアップ
します。
apig.putMethodResponse({
restApiId: 'iuo308uaq7',
resourceId: "8sxa2j",
httpMethod: 'GET',
statusCode: '200'
}, function(err, data){
if (!err) {
console.log(data);
} else {
console.log("Set up the 200 OK response for the 'GET /pets' method failed:\n", err);
}
})

この関数は次の結果のような出力を返します。
{
}

"statusCode": "200"
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GET /pets/{petId} メソッドの 200 の OK レスポンスを設定するには、putMethodResponse 関
数を呼び出し、/pets/{petId} プロパティに au5df2 リソース識別子 (resourceId) を指定しま
す。
apig.putMethodResponse({
restApiId: 'iuo308uaq7',
resourceId: "au5df2",
httpMethod: 'GET',
statusCode: '200'
}, function(err, data){
if (!err) {
console.log(data);
} else {
console.log("Set up the 200 OK response for the 'GET /pets/{petId}' method failed:
\n", err);
}
})

7.

putIntegration 関数を呼び出して Integration メソッドの指定の HTTP エンドポイントで
GET /pets をセットアップし、/pets プロパティで 8sxa2j リソース識別子 (parentId) を指定し
ます。
apig.putIntegration({
restApiId: 'iuo308uaq7',
resourceId: '8sxa2j',
httpMethod: 'GET',
type: 'HTTP',
integrationHttpMethod: 'GET',
uri: 'http://perstore-demo-endpoint.execute-api.com/pets'
}, function(err, data){
if (!err) {
console.log(data);
} else {
console.log("Set up the integration of the 'GET /' method of the API failed:\n",
err);
}
})

この関数は次のような出力を返します。
{

}

"httpMethod": "GET",
"passthroughBehavior": "WHEN_NO_MATCH",
"cacheKeyParameters": [],
"type": "HTTP",
"uri": "http://petstore-demo-endpoint.execute-api.com/petstore/pets",
"cacheNamespace": "8sxa2j"

GET /pets/{petId} メソッドと バックエンドの HTTP エンドポイント http://perstoredemo-endpoint.execute-api.com/pets/{id} の統合をセットアップするには、次の
putIntegration 関数を呼び出し、/pets/{petId} プロパティで API のau5df2 リソース識別子
(parentId) を指定します。
apig.putIntegration({
restApiId: 'iuo308uaq7',
resourceId: 'au5df2',
httpMethod: 'GET',

205

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
作成と設定
type: 'HTTP',
integrationHttpMethod: 'GET',
uri: 'http://perstore-demo-endpoint.execute-api.com/pets/{id}',
requestParameters: {
"integration.request.path.id": "method.request.path.petId"
}
}, function(err, data){
if (!err) {
console.log(data);
} else {
console.log("The 'GET /pets/{petId}' method integration setup failed:\n", err);
}
})

この関数は、成功すると次のような出力を返します。
{

}

8.

"httpMethod": "GET",
"passthroughBehavior": "WHEN_NO_MATCH",
"cacheKeyParameters": [],
"type": "HTTP",
"uri": "http://petstore-demo-endpoint.execute-api.com/petstore/pets/{id}",
"cacheNamespace": "au5df2",
"requestParameters": {
"integration.request.path.id": "method.request.path.petId"
}

putIntegrationResponse 関数を呼び出して GET /pets メソッドに 200 の OK 統合レスポンス
をセットアップし、/pets プロパティに API の 8sxa2j リソース識別子 (resourceId) を指定しま
す。
apig.putIntegrationResponse({
restApiId: 'iuo308uaq7',
resourceId: '8sxa2j',
httpMethod: 'GET',
statusCode: '200',
selectionPattern: ''
}, function(err, data){
if (!err) {
console.log(data);
} else
console.log("The 'GET /pets' method integration response setup failed:\n", err);
})

この関数は次の結果のような出力を返します。
{
}

"selectionPattern": "",
"statusCode": "200"

GET /pets/{petId} メソッドの 200 の OK 統合レスポンスをセットアップするに
は、putIntegrationResponse 関数を呼び出し、/pets/{petId} プロパティに API の au5df2
リソース識別子 (resourceId) を指定します。
apig.putIntegrationResponse({
restApiId: 'iuo308uaq7',
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resourceId: 'au5df2',
httpMethod: 'GET',
statusCode: '200',
selectionPattern: ''
}, function(err, data){
if (!err) {
console.log(data);
} else
console.log("The 'GET /pets/{petId}' method integration response setup failed:\n",
err);
})

9.

デプロイする前に API の呼び出しをテストすることをお勧めします。GET /pets メソッドの呼び出
しをテストするには、testInvokeMethod を呼び出し、/pets プロパティに 8sxa2j リソース識別
子 (resourceId) を指定します。
apig.testInvokeMethod({
restApiId: 'iuo308uaq7',
resourceId: '8sxa2j',
httpMethod: "GET",
pathWithQueryString: '/'
}, function(err, data){
if (!err) {
console.log(data)
} else {
console.log('Test-invoke-method on 'GET /pets' failed:\n', err);
}
})

GET /pets/{petId} メソッドの呼び出しをテストするには、testInvokeMethod を呼び出し、/
pets/{petId} プロパティに au5df2 リソース識別子 (resourceId) を指定します。
apig.testInvokeMethod({
restApiId: 'iuo308uaq7',
resourceId: 'au5df2',
httpMethod: "GET",
pathWithQueryString: '/'
}, function(err, data){
if (!err) {
console.log(data)
} else {
console.log('Test-invoke-method on 'GET /pets/{petId}' failed:\n', err);
}
})

10. これで顧客が呼び出す API をデプロイできます。
apig.createDeployment({
restApiId: 'iuo308uaq7',
stageName: 'test',
stageDescription: 'test deployment',
description: 'API deployment'
}, function(err, data){
if (err) {
console.log('Deploying API failed:\n', err);
} else {
console.log("Deploying API succeeded\n", data);
}
})
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OpenAPI 定義をインポートしてエッジ最適化 API をセットアップする
適切な API Gateway API エンティティの OpenAPI 定義を指定し、その OpenAPI 定義を API Gateway 内
にインポートすることにより、API Gateway で API をセットアップできます。
次の OpenAPI 定義で記述するシンプルな API では、バックエンドで PetStore ウェブサイトの HTTP エン
ドポイントと統合された GET / メソッドのみを公開し、200 OK レスポンスを返します。
OpenAPI 2.0
{

"swagger": "2.0",
"info": {
"title": "Simple PetStore (OpenAPI)"
},
"schemes": [
"https"
],
"paths": {
"/pets": {
"get": {
"responses": {
"200": {
"description": "200 response"
}
},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"responses": {
"default": {
"statusCode": "200"
}
},
"uri": "http://petstore-demo-endpoint.execute-api.com/petstore/pets",
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "GET",
"type": "http"
}
}
},
"/pets/{petId}": {
"get": {
"parameters": [
{
"name": "petId",
"in": "path",
"required": true,
"type": "string"
}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response"
}
},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"responses": {
"default": {
"statusCode": "200"
}
},
"requestParameters": {
"integration.request.path.id": "method.request.path.petId"
},
"uri": "http://petstore-demo-endpoint.execute-api.com/petstore/pets/{id}",
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}

}

}

}

}

"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "GET",
"type": "http"

次の手順では、API Gateway コンソールを使用して、これらの OpenAPI 定義を API Gateway にインポー
トする方法について説明します。

API Gateway コンソールを使用してシンプルな OpenAPI 定義をインポートするには
1.

[API Gateway コンソール] にサインインします。

2.

[Create API] を選択します。

3.

[Import from OpenAPI (OpenAPI からインポート)] を選択します。

4.

前述の OpenAPI 定義をファイルに保存している場合は、[Select OpenAPI File (OpenAPI ファイルの
選択)] を選択します。OpenAPI 定義をコピーしてインポートテキストエディタ内に貼り付けることも
できます。

5.

[インポート] を選択して OpenAPI 定義のインポートを完了します。

AWS CLI を使用して OpenAPI 定義をインポートするには、OpenAPI 定義をファイルに保存し、以下の
コマンドを実行します。この例では、us-west-2 リージョンと、OpenAPI ファイルの絶対パスとして
file:///path/to/API_OpenAPI_template.json を使用しています。
aws apigateway import-rest-api --body 'file:///path/to/API_OpenAPI_template.json' --region
us-west-2

API Gateway でリージョン API を設定する
API リクエストが主に EC2 インスタンスまたは API と同じリージョン内のサービスから送られる場合、そ
のようなシナリオにはリージョン API エンドポイントをお勧めします。このタイプのエンドポイントでは
通常、接続のレイテンシーが短くなるためです。

Note
API クライアントが地理的に分散している場合、API Gateway が API をサービス制御された
CloudFront ディストリビューションに関連付けないようにするために、リージョン API エンドポ
イントを独自の Amazon CloudFront ディストリビューションと一緒に使用することが合理的で
す。このユースケースの詳細については、「独自の CloudFront ディストリビューションで API
Gateway をセットアップする方法を教えてください」を参照してください。
リージョン API を作成するには、「エッジ最適化 API の作成 (p. 195)」のステップに従いますが、API
の endpointConfiguration の唯一のオプションとして REGIONAL タイプを明示的に設定する必要がありま
す。
以下では、API Gateway コンソール、AWS CLI、および Node.js の Javascript 用の AWS SDK を使用して
リージョン API を作成する方法を説明します。
トピック
• API Gateway コンソールを使用したリージョン API の作成 (p. 210)
• AWS CLI を使用してリージョン API を作成する (p. 210)
• AWS SDK for JavaScript を使用してリージョン API を作成する (p. 210)
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• リージョン API をテストする (p. 211)

API Gateway コンソールを使用したリージョン API の作成
API Gateway コンソールを使用してリージョン API を作成するには
1.

API Gateway コンソール (https://console.aws.amazon.com/apigateway) にサインインします。

2.

API Gateway を初めて使用する場合は、サービスの特徴を紹介するページが表示されます。[REST
API] で、[構築] を選択します。[Create Example API (サンプル API の作成)] がポップアップ表示され
たら、[OK] を選択します。
API Gateway を使用するのが初めてではない場合、[API を作成)] を選択します。[REST API] で、[構
築] を選択します。
a.

[新しい API] を選択します。

b.

[API 名] に名前を入力します。

c.

必要に応じて、[説明] に短い説明を 入力します。

d.

[API の作成] を選択します。

ここから、「エッジ最適化 API の作成 (p. 196)」で説明しているように、API のメソッドとその関連する
統合を設定できます。

AWS CLI を使用してリージョン API を作成する
AWS CLI を使用してリージョン API を作成するには、create-rest-api コマンドを呼び出します。
aws apigateway create-rest-api \
--name 'Simple PetStore (AWS CLI, Regional)' \
--description 'Simple regional PetStore API' \
--region us-west-2 \
--endpoint-configuration '{ "types": ["REGIONAL"] }'

レスポンスが成功すると、次のようなペイロードを返します。
{

}

"createdDate": "2017-10-13T18:41:39Z",
"description": "Simple regional PetStore API",
"endpointConfiguration": {
"types": "REGIONAL"
},
"id": "0qzs2sy7bh",
"name": "Simple PetStore (AWS CLI, Regional)"

ここから、「the section called “AWS CLI コマンドを使用してエッジ最適化 API をセットアップす
る” (p. 196)」で説明している同様の手順に従って、この API のメソッドと統合を設定できます。

AWS SDK for JavaScript を使用してリージョン API を作成する
AWS SDK for JavaScript を使用してリージョン API を作成するには
apig.createRestApi({
name: "Simple PetStore (node.js SDK, regional)",
endpointConfiguration: {
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},
description: "Demo regional API created using the AWS SDK for node.js",
version: "0.00.001"
}, function(err, data){
if (!err) {
console.log('Create API succeeded:\n', data);
restApiId = data.id;
} else {
console.log('Create API failed:\n', err);
}
});

レスポンスが成功すると、次のようなペイロードを返します。
{

}

"createdDate": "2017-10-13T18:41:39Z",
"description": "Demo regional API created using the AWS SDK for node.js",
"endpointConfiguration": {
"types": "REGIONAL"
},
"id": "0qzs2sy7bh",
"name": "Simple PetStore (node.js SDK, regional)"

ここまでの手順を完了したら、「the section called “AWS SDK for Node.js を使用してエッジ最適化 API を
セットアップする” (p. 201)」の手順に従って、この API のメソッドと統合を設定できます。

リージョン API をテストする
デプロイ後、リージョン API のデフォルトの URL ホスト名は以下の形式になっています。
{restapi-id}.execute-api.{region}.amazonaws.com

API を呼び出すためのベース URL は以下のようになっています。
https://{restapi-id}.execute-api.{region}.amazonaws.com/{stage}

この例で GET /pets メソッドと GET /pets/{petId} メソッドを設定したとすると、ブラウザで以下
の URL を入力して API をテストできます。
https://0qzs2sy7bh.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/test/pets

および
https://0qzs2sy7bh.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/test/pets/1

または、cURL コマンドを使用することもできます。
curl -X GET https://0qzs2sy7bh.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/test/pets

および
curl -X GET https://0qzs2sy7bh.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/test/pets/2
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API Gateway で REST API メソッドをセットアップする
API Gateway では、API メソッドにメソッドリクエストとメソッドレスポンスが含まれます。API メソッ
ドをセットアップし、バックエンドのサービスへのアクセスをリクエストするためにクライアントが実行
しなければならない操作を定義し、その操作によってクライアントが受け取るレスポンスを定義します。
入力では、クライアント用にメソッドリクエストパラメーターか該当するペイロードを選択し、実行時に
必須データやオプションデータを提供できます。出力では、メソッドレスポンスステータスコード、ヘッ
ダー、該当する本文をターゲットとして定義し、クライアントに返される前のバックエンドレスポンス
データをマッピングできます。API の動作および入出力形式に関するデベロッパーの理解を促進するため
に、API をドキュメント化 (p. 525)し、無効なリクエスト (p. 318)に関する適切なエラーメッセージを
提供 (p. 378)することができます。
API メソッドリクエストは、HTTP リクエストです。メソッドリクエストをセットアップするには、HTTP
メソッド (または動詞)、API リソースへのパス、ヘッダー、該当するクエリ文字列パラメータを設定
します。HTTP メソッドが POST、PUT、または PATCH の場合、ペイロードも設定できます。たとえ
ば、PetStore サンプル API (p. 36) を使用してペットを取得するには、GET /pets/{petId} の API メ
ソッドリクエストを定義します。{petId} は、実行時に数字をとることができるパスパラメータです。
GET /pets/1
Host: apigateway.us-east-1.amazonaws.com
...

クライアントが誤ったパスを指定すると (/pet/1 ではなく /pets/one や /pets/1 など)、例外がスロー
されます。
API メソッドレスポンスは、指定のステータスコードの HTTP レスポンスです。非プロキシ統合では、
メソッドレスポンスをセットアップしてマッピングの必須ターゲットまたはオプションたーげえとを指定
する必要があります。これらは、統合レスポンスのヘッダーや本文を関連するメソッドレスポンスのヘッ
ダーや本文に変換します。このマッピングは、そのまま統合を介してヘッダーまたは本文を渡す単純な ID
変換です。たとえば、次の 200 メソッドレスポンスに、成功した統合レスポンスがそのまま通過する例を
示します。
200 OK
Content-Type: application/json
...
{

}

"id": "1",
"type": "dog",
"price": "$249.99"

原理上は、バックエンドからの特定のレスポンスに対応するメソッドレスポンスを定義することができま
す。通常、これにはあらゆる 2XX、4XX、および 5XX レスポンスが含まれます。ただし、バックエンド
が返すすべてのレスポンスを前もって把握できない可能性があるため、この手順は実用的でないことがあ
ります。実際には、1 つのメソッドレスポンスをデフォルトとして指定し、バックエンドからの不明なレ
スポンスやマッピングされていないレスポンスを処理することができます。デフォルトとして 500 レスポ
ンスを指定することをお勧めします。いずれの場合も、非プロキシ統合に対してメソッドレスポンスを 1
つ以上セットアップする必要があります。そうしなければ、バックエンドでリクエストが成功した場合で
あっても API Gateway が クライアントに 500 のエラーレスポンスを返します。
Java SDK など厳密に型指定された SDK を API 用にサポートするには、メソッドリクエストの入力用とメ
ソッドレスポンスの出力用のデータモデルを定義する必要があります。
トピック
• API Gateway でメソッドリクエストをセットアップする (p. 213)
• API Gateway のメソッドレスポンスをセットアップする (p. 219)
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• API Gateway コンソールを使用してメソッドをセットアップする (p. 221)

API Gateway でメソッドリクエストをセットアップする
メソッドリクエストのセットアップするには、RestApi リソースを作成した後に次のタスクを実行する必
要があります。
1. 新しい API を作成するか、既存の API リソース エンティティを選択する。
2. 新しいまたは選択された API Resource の固有の HTTP 動詞になる API メソッドリソースを作成す
る。このタスクは、さらに次のサブタスクに分けられます。
• HTTP メソッドをメソッドリクエストに追加する
• リクエストパラメーターを設定する
• リクエストボディのモデルを定義する
• 認証スキームを実行する
• リクエストの検証を有効化する
これらのタスクは次のメソッドを使用して実行できます。
• API Gateway コンソール (p. 222)
• AWS CLI コマンド (create-resource と put-method)
• AWS SDK 関数 (Node.js の場合は createResource と putMethod など)
• API Gateway REST API (resource:create と method:put)
これらのツールの使用例については、「 API Gateway の REST API セットアップを初期化す
る (p. 195)」を参照してください。
トピック
• API リソースをセットアップする (p. 213)
• HTTP メソッドをセットアップする (p. 216)
• メソッドリクエストパラメータをセットアップする (p. 216)
• メソッドリクエストモデルをセットアップする (p. 217)
• メソッドリクエスト認証をセットアップする (p. 218)
• メソッドリクエスト検証をセットアップする (p. 219)

API リソースをセットアップする
API Gateway API で、API リソースエンティティとしてアドレス可能なリソースを階層上部のルートリ
ソース (/) とともに公開します。ルートリソースは API のベース URL に関連し、API エンドポイントとス
テージ名を構成します。API Gateway コンソールで、この基本 URI は Invoke URI と呼ばれ、API のデプ
ロイ後に API のステージエディタに表示されます。
API エンドポイントは、デフォルトのホスト名やカスタムドメイン名にすることができます。デフォルト
のホスト名は次の形式になります。
{api-id}.execute-api.{region}.amazonaws.com

この形式で、{api-id} は、API Gateway によって生成された API 識別子を示します。{region}
変数は、API 作成時に選択した AWS リージョン (us-east-1 など) を表します。カスタムドメイン
名は、有効のインターネットドメインの下に存在するユーザーが使いやすい任意の名前です。たとえ
ば、example.com のインターネットドメインを登録している場合は、あらゆる *.example.com がカス
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タムドメイン名として有効です。詳細については、「カスタムドメイン名を作成する (p. 478)」を参照し
てください。
PetStore サンプル API (p. 36) では、ルートリソース (/) がペットストアを公開します。/pets リソース
は、ペットストアで使用可能なペットのコレクションを表します。/pets/{petId} は、指定の識別子
(petId) の個別のペットを公開します。{petId} のパスパラメーターは、リクエストパラメーターの一部
です。
API リソースをセットアップするには、親として既存のリソースを選択した後、親リソースの下の子リ
ソースを選択します。最初に親となるルートリソースから開始します。この親に子リソースを追加し、そ
の子リソースに新しい親として別のリソースをする手順を親識別子まで繰り返します。その後、名前の付
いたリソースを親に追加します。
AWS CLI により、get-resources コマンドを呼び出し、API のどのリソースが使用可能かを調べること
ができます。
aws apigateway get-resources --rest-api-id <apiId> \
--region <region>

結果として、API の現在使用可能なリソースのリストが返されます。PetStore サンプル API では、リスト
は次のように表示されます。
{

}

"items": [
{
"path": "/pets",
"resourceMethods": {
"GET": {}
},
"id": "6sxz2j",
"pathPart": "pets",
"parentId": "svzr2028x8"
},
{
"path": "/pets/{petId}",
"resourceMethods": {
"GET": {}
},
"id": "rjkmth",
"pathPart": "{petId}",
"parentId": "6sxz2j"
},
{
"path": "/",
"id": "svzr2028x8"
}
]

各アイテムは、ルートリソースを除くリソース (id) の識別子、直接の親 (parentId)、リソース名
(pathPart) をリストします。ルートリソースは他と異なり、親を持ちません。親としてリソースを選択
した後、次のコマンドを呼び出して子リソースを追加します。
aws apigateway create-resource --rest-api-id <apiId> \
--region <region> \
--parent-id <parentId> \
--path-part <resourceName>

たとえば、PetStore ウェブサイトの商品にペットフードを追加するには、food を path-part に、food
を parent-id に設定し、svzr2028x8 リソースをルート (/) に追加します。結果は次のようになりま
す。

214

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
作成と設定

{

}

"path": "/food",
"pathPart": "food",
"id": "xdsvhp",
"parentId": "svzr2028x8"

プロキシリソースを使用して API セットアップを効率化する
ビジネスの成長に応じて、PetStore のオーナーはフードや玩具などのペット関連のアイテムを商品に追加
する場合があります。これをサポートするため、ルートリソースの下に /food や /toys などのリソース
を追加できます。各販売カテゴリの下で、/food/{type}/{item} や /toys/{type}/{item} などの
リソースをさらに追加する必要もあります。この手順には手間がかかる場合があります。ミドルレイヤー
{subtype} をリソースパスに追加してパス階層を /food/{type}/{subtype}/{item} や /toys/
{type}/{subtype}/{item} などに変更すると、この変更によって既存の API のセットアップは無効
になります。これを回避するため、API Gateway プロキシリソース (p. 280)を使用して 1 度にすべての
API リソースのセットを公開できます。
API Gateway はプロキシリソースを、リクエストが送信された際に指定されるリクエストのプレースホ
ルダーとして定義しています。プロキシリソースは、greedy パスパラメーターと呼ばれることも多い
{proxy+} の特別なパスパラメーターで示されます。+ マークは、付加されている子リソースを示しま
す。/parent/{proxy+} プレースホルダ―は、/parent/* のパスパターンに一致するすべてのリソース
を表します。greedy パスパラメーターの名前である proxy は、通常のパスパラメーター名を扱うのと同
じ方法で、別の文字列で置き換えることができます。
AWS CLI を使用して次のコマンドを呼び出し、ルート (/{proxy+}) の下に次のプロキシリソースをセッ
トアップできます。
aws apigateway create-resource --rest-api-id <apiId> \
--region <region> \
--parent-id <rootResourceId> \
--path-part {proxy+}

結果は次の例のようになります。
{

}

"path": "/{proxy+}",
"pathPart": "{proxy+}",
"id": "234jdr",
"parentId": "svzr2028x8"

PetStore API の例では、/{proxy+} を使用して /pets と /pets/{petId} の両方を表すことができ
ます。このプロキシリソースは、/food/{type}/{item} や /toys/{type}/{item} または /food/
{type}/{subtype}/{item} や /toys/{type}/{subtype}/{item} など、他のリソース (既存のも
のや追加されるもの) も参照できます。バックエンド開発者はリソース階層を決定し、クライアント開発
者はそれを理解する必要があります。API Gateway は単純に、クライアントがバックエンドに送信したも
のをすべてパスします。
API のプロキシリソースは、複数の場合があります。たとえば、API 内で次のプロキシリソースが許可さ
れます。
/{proxy+}
/parent/{proxy+}
/parent/{child}/{proxy+}

プロキシリソースに非プロキシの兄弟がない場合、兄弟リソースはプロキシリソースの表現から除外され
ます。前の例では、/{proxy+} はルートリソースの下の /parent[/*] リソース以外のあらゆるリソー
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スを表します。言い換えると、特定のリソースに対するメソッドリクエストは、リソース階層の同じレベ
ルの一般的なリソースに対するメソッドリクエストより優先されます。
プロキシリソースは、子リソースを持つことができません。{proxy+} の後の API リソースは冗長かつあ
いまいです。API では次のプロキシリソースは許可されません。
/{proxy+}/child
/parent/{proxy+}/{child}
/parent/{child}/{proxy+}/{grandchild+}

HTTP メソッドをセットアップする
API メソッドリクエストは、API Gateway メソッドリソースに封入されます。メソッドリクエストをセッ
トアップするには、最初に Method リソースをインスタンス化し、HTTP メソッドと認証タイプを 1 つ以
上メソッドに設定します。
API Gateway はプロキシリソースに厳密に関連付けられており、ANY の HTTP メソッドをサポートしま
す。この ANY メソッドは、実行時に指定されるすべての HTTP メソッドを表します。これにより、単一の
API メソッドのセットアップを DELETE、GET、HEAD、OPTIONS、PATCH、POST および PUT のサポート
されるすべての HTTP メソッドに使用できます。
同様に非プロキシリソースに ANY メソッドをセットアップできます。ANY メソッドをプロキシリソース
と組み合わせることで、API のすべてのリソースに対し、サポートされる HTTP メソッドのための単一の
API メソッドのセットアップを使用できます。さらに、バックエンドは既存の API セットアップを無効化
することなく進化できます。
API メソッドをセットアップする前に、メソッドを呼び出すことができるユーザーについて考慮します。
プランに従って認証タイプを設定します。オープンアクセスの場合は、NONE に設定します。IAM アクセ
ス許可を使用するには、認証タイプを AWS_IAM に設定します。Lambda オーソライザー関数を使用する
には、このプロパティを CUSTOM に設定します。Amazon Cognito ユーザープールを使用するには、認証
タイプを COGNITO_USER_POOLS に設定します。
次の AWS CLI コマンドは、指定されたリソース (6sxz2j) のアクセスの制御に IAM 許可を使用して、こ
のリソースに対する ANY 動詞のメソッドリクエストを作成する方法を示しています。
aws apigateway put-method --rest-api-id vaz7da96z6 \
--resource-id 6sxz2j \
--http-method ANY \
--authorization-type AWS_IAM \
--region us-west-2

別の認証タイプで API メソッドリクエストを作成するには、「the section called “メソッドリクエスト認証
をセットアップする” (p. 218)」を参照してください。

メソッドリクエストパラメータをセットアップする
リクエストパラメーターは、クライアントがメソッドリクエストの完了に必要な入力データや実行コンテ
クストを提供する方法の 1 つです。メソッドパラメーターは、パスパラメーター、ヘッダー、クエリ文
字列パラメーターにできます。メソッドリクエストのセットアップの一環として、必要なリクエストパラ
メーターを宣言し、クライアントが使用できるようにする必要があります。非プロキシ統合では、これら
のリクエストパラメーターをバックエンド要件に適合する形式に変換できます。
たとえば、GET /pets/{petId} メソッドリクエストでは {petId} パス変数は必須リクエストパラメー
ターです。このパスパラメータは、AWS CLI の put-method コマンドを呼び出す際に宣言できます。次
の図に説明を示します。
aws apigateway put-method --rest-api-id vaz7da96z6 \
--resource-id rjkmth \
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--http-method GET \
--authorization-type "NONE" \
--region us-west-2 \
--request-parameters method.request.path.petId=true

必須ではないパラメーターは、false で request-parameters に設定できます。たとえば、GET /
pets メソッドが type のオプションクエリ文字列パラメーターと breed のオプションヘッダーパラメー
ターを使用する場合、/pets リソースの id が 6sxz2j であることを前提として、次の CLI コマンドを使
用してこれらを宣言できます。
aws apigateway put-method --rest-api-id vaz7da96z6 \
--resource-id 6sxz2j \
--http-method GET \
--authorization-type "NONE" \
--region us-west-2 \
--request-parameters
method.request.querystring.type=false,method.request.header.breed=false

この省略形式の代わりに、JSON 文字列を使用して request-parameters 値を設定できます。
'{"method.request.querystring.type":false,"method.request-header.breed":false}'

このようにセットアップすると、クライアントはペットをタイプ別にクエリできます。
GET /pets?type=dog

さらに、クライアントは次のようにプードル種の犬をクエリできます。
GET /pets?type=dog
breed:poodle

メソッドリクエストパラメーターを統合リクエストパラメーターにマッピングする方法の詳細について
は、「the section called “統合” (p. 276)」を参照してください。

メソッドリクエストモデルをセットアップする
ペイロードに入力データを取ることができる API メソッドでは、モデルを使用できます。モデルは JSON
スキーマのドラフト 4 で表され、リクエストボディのデータ構造を説明します。モデルにより、クライ
アントは入力としてメソッドリクエストペイロードを作成する方法を決定できます。さらに重要なこと
に、API Gateway はモデルを使用し、API Gateway コンソールで統合をセットアップするためにリクエス
トを検証し (p. 318)、SDK を作成し (p. 569)、マッピングテンプレートを初期化します。モデルを作成
する方法の詳細については、「モデルとマッピングテンプレート (p. 332)」を参照してください。
メソッドペイロードはコンテンツタイプに応じて異なる形式になる場合があります。モデルは適用されｒ
たペイロードのメディアタイプに対してインデックス作成されます。API Gateway は、Content-Type リ
クエストヘッダーを使用してコンテンツタイプを決定します。メソッドリクエストモデルをセットアップ
するには、AWS CLI put-method コマンドを呼び出す際に "<media-type>":"<model-name>" 形式
のキー値のペアを requestModels マップに追加します。
コンテンツタイプに関係なく同じモデルを使用するには、キーとして $default を指定します。
たとえば、PetStore サンプル API の POST /pets メソッドリクエストの JSON ペイロードにモデルを設
定するため、次の AWS CLI コマンドを呼び出すことができます。
aws apigateway put-method \
--rest-api-id vaz7da96z6 \
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--resource-id 6sxz2j \
--http-method POST \
--authorization-type "NONE" \
--region us-west-2 \
--request-models '{"application/json":"petModel"}'

ここで petModel は、ペットを説明する name リソースの Model プロパティ値です。実際のスキーマ定
義は、schema リソースの Model プロパティの JSON 文字列値として表されます。
Java または厳密に型指定された API のその他の SDK では、入力データはスキーマ定義から取得された
petModel クラスとしてキャストされます。リクエストモデルを使用すると、作成された SDK 内の入力
データは、デフォルトの Empty モデルから取得された Empty クラスにキャストされます。この場合、ク
ライアントは正しいデータクラスをインスタンス化して必要な入力を提供することができません。

メソッドリクエスト認証をセットアップする
API メソッドを呼び出すことができるユーザーを制御するため、メソッドの認証タイプを設定でき
ます。このタイプを使用し、IAM ロールとポリシー (AWS_IAM)、Amazon Cognito ユーザープール
(COGNITO_USER_POOLS)、Lambda オーソライザー (CUSTOM) など、サポートされているオーソライザー
のいずれかを有効にできます。
API メソッドへのアクセスを認証する IAM アクセス許可を使用するには、authorization-type への
AWS_IAM 入力プロパティを設定します。このオプションが設定されると、API Gateway は、発信者の
IAM ユーザーのアクセスキー識別子とシークレットキーに基づいて、リクエストにある発信者の署名を検
証します。検証されたユーザーがメソッドを呼び出す権限を持つ場合、リクエストは承諾されます。それ
以外の場合、リクエストは拒否され、発信者は未承認エラーレスポンスを受信します。メソッドの呼び出
しは、API メソッドを呼び出す権限が発信者に与えられているか、権限を与えられたロールを発信者が割
り当てることができない限り、成功しません。IAM ユーザーに次の IAM ポリシーがアタッチされている発
信者は、このAPI メソッドに加え、同一の AWS アカウントの任意のユーザーによって作成された他の API
メソッドを呼び出すアクセス許可を持ちます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"execute-api:Invoke"
],
"Resource": "arn:aws:execute-api:*:*:*"
}
]

詳細については、「the section called “IAM アクセス許可を使用する” (p. 243)」を参照してください。
現時点で、このポリシーは API 所有者のアカウントの IAM ユーザーにのみ付与することができます。別の
AWS アカウントのユーザーは、API オーナーアカウントのロールを割り当てることができ、割り当てられ
たロールが execute-api:Invoke アクションに適したアクセス許可を持つ場合、API メソッドを呼び出
すことができます。クロスアカウントアクセス許可の詳細については、「IAM ロールの使用」を参照して
ください。
AWS CLI、AWS SDK、または 署名バージョン 4 署名を実装する Postman などの REST API クライアン
トを使用できます。
Lambda オーソライザーを使用して API メソッドへのアクセスを承認するには、authorization-type
入力プロパティを CUSTOM に設定し、authorizer-id 入力プロパティを既存の Lambda オーソライザー
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の id プロパティ値に設定します。参照された Lambda オーソライザーは、TOKEN または REQUEST タイ
プになります。Lambda オーソライザーの作成については、「the section called “Lambda 認証を使用す
る” (p. 251)」を参照してください。
Amazon Cognito ユーザープールを使用して API メソッドへのアクセスを承認するに
は、authorization-type 入力プロパティを COGNITO_USER_POOLS に設定し、authorizer-id
入力プロパティを作成済みの COGNITO_USER_POOLS オーソライザーの id プロパティ値に設定しま
す。Amazon Cognito ユーザープールオーソライザーの詳細な作成方法については、「the section called
“REST API のオーソライザーとして Amazon Cognito ユーザープールを使用する” (p. 268)」を参照して
ください。

メソッドリクエスト検証をセットアップする
API メソッドリクエストをセットアップする際は、リクエスト検証を有効化できます。最初にリクエスト
バリデーターを作成する必要があります。
aws apigateway create-request-validator \
--rest-api-id 7zw9uyk9kl \
--name bodyOnlyValidator \
--validate-request-body \
--no-validate-request-parameters

この CLI コマンドは、本文のみのリクエストバリデーターを作成します。次に出力例を示します。
{

}

"validateRequestParameters": true,
"validateRequestBody": true,
"id": "jgpyy6",
"name": "bodyOnlyValidator"

このリクエストバリデーターでは、メソッドリクエストのセットアップの一環として、リクエスト検証を
有効化できます。
aws apigateway put-method \
--rest-api-id 7zw9uyk9kl
--region us-west-2
--resource-id xdsvhp
--http-method PUT
--authorization-type "NONE"
--request-parameters '{"method.request.querystring.type": false,
"method.request.querystring.page":false}'
--request-models '{"application/json":"petModel"}'
--request-validator-id jgpyy6

リクエスト検証に含まれたリクエストパラメーターは、必須として宣言される必要がありま
す。ページのクエリ文字列パラメーターがリクエスト検証に使用されている場合、前の例の
request-parameters マップは '{"method.request.querystring.type": false,
"method.request.querystring.page":true}' として指定される必要があります。

API Gateway のメソッドレスポンスをセットアップする
API メソッドレスポンスは、クライアントが受信する API メソッドリクエストの出力をカプセル化しま
す。出力データには、HTTP ステータスコード、一部のヘッダー、さらに場合によっては本文が含まれま
す。
非プロキシ統合を使用すると、指定されたレスポンスパラメーターと本文は、関連する統合レスポンス
データからマッピングできます。また、マッピングに従って特定の静的な値を割り当てることができま
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す。これらのマッピングは統合レスポンスで指定されています。マッピングは、そのままで統合レスポン
スを通過する同一の変換になることがあります。
プロキシ統合により、API Gateway はバックエンドレスポンスを自動的にメソッドレスポンスにパスしま
す。API メソッドレスポンスをセットアップする必要はありません。ただし、Lambda プロキシ統合の場
合、Lambda 関数は API Gateway 用にこの出力形式 (p. 294)で結果を返し、統合レスポンスをメソッド
レスポンスにマッピングする必要があります。
プログラム上、メソッドレスポンスのセットアップは、API Gateway の MethodResponse リソースの作成
および statusCode、responseParameters、responseModels のプロパティの設定を意味します。
API メソッドにステータスコードを設定する場合、予期せぬステータスコードのあらゆる統合レスポンス
を処理するためのデフォルト設定を 1 つ選択する必要があります。これはキャスティングやマッピングさ
れないサーバー側エラーのレスポンスになるため、デフォルトとして 500 を設定することが合理的です。
ここでは説明のために、API Gateway コンソールはデフォルトとして 200 レスポンスを設定しています。
しかし、これは 500 レスポンスにリセットできます。
メソッドレスポンスを設定するには、先にメソッドリクエストを作成している必要があります。

メソッドレスポンスステータスコードをセットアップする
メソッドレスポンスのステータスコードは、レスポンスのタイプを定義します。たとえ
ば、200、400、500 のレスポンスは、それぞれ正常なクライアント側エラーレスポンスを示します。
メソッドレスポンスステータスコードをセットアップするには、statusCode プロパティを HTTP ステー
タスコードに設定します。次の AWS CLI コマンドは、200 のメソッドレスポンスを作成します。
aws apigateway put-method-response \
--region us-west-2 \
--rest-api-id vaz7da96z6 \
--resource-id 6sxz2j \
--http-method GET \
--status-code 200

メソッドレスポンスパラメータをセットアップする
メソッドレスポンスパラメーターは、関連するメソッドリクエストへのレスポンスとしてクライアントが
受信するヘッダーを定義します。レスポンスパラメータは、API Gateway が API メソッドの統合レスポン
スに示されたマッピングに応じて統合レスポンスパラメータをマッピングするターゲットも指定します。
メソッドレスポンスパラメータをセットアップするには、responseParameters 形式の
MethodResponse キー値のペアの "{parameter-name}":"{boolean}" マップに追加します。次の
CLI コマンドは、マッピングターゲットとして my-header ヘッダー、petId パス変数、query クエリパ
ラメーターを設定する例を示します。
aws apigateway put-method-response \
--region us-west-2 \
--rest-api-id vaz7da96z6 \
--resource-id 6sxz2j \
--http-method GET \
--status-code 200 \
--response-parameters method.request.header.myheader=false,method.request.path.petId=true,method.request.querystring.query=false

メソッドレスポンスモデルをセットアップする
メソッドレスポンスモデルは、メソッドレスポンス本文の形式を定義します。レスポンスモデルを設定す
る前に、API Gateway でモデルを作成する必要があります。そのために、create-model コマンドを呼
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び出すことができます。次の例に、PetStorePet メソッドリクエストへのレスポンスの本文を説明する
GET /pets/{petId} モデルの作成方法を示します。
aws apigateway create-model \
--region us-west-2 \
--rest-api-id vaz7da96z6 \
--content-type application/json \
--name PetStorePet \
--schema '{ \
"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#", \
"title": "PetStorePet", \
"type": "object", \
"properties": { \
"id": { "type": "number" }, \
"type": { "type": "string" }, \
"price": { "type": "number" } \
} \
}'

結果は、API Gateway Model リソースとして作成されます。
メソッドレスポンスモデルをセットアップしてペイロード形式を定義するには、"application/
json":"PetStorePet" キー値のペアを MethodResponse リソースの requestModels マップに追加しま
す。次の put-method-response の AWS CLI コマンドにその方法を示します。
aws apigateway put-method-response \
--region us-west-2 \
--rest-api-id vaz7da96z6 \
--resource-id 6sxz2j \
--http-method GET \
--status-code 200 \
--response-parameters method.request.header.myheader=false,method.request.path.petId=true,method.request.querystring.query=false \
--response-models '{"application/json":"PetStorePet"}'

メソッドレスポンスモデルのセットアップは、API のために厳密に型指定された SDK を作成する際に必要
です。これにより、出力が Java や Objective-C の適切なクラスに確実にキャストされるようになります。
それ以外の場合は、モデルの設定はオプションです。

API Gateway コンソールを使用してメソッドをセットアップする
API メソッドをセットアップする前に、以下について検証します。
• メソッドが API Gateway で使用可能であることが必要です。「チュートリアル: HTTP 非プロキシ統合
を使用して REST API をビルドする (p. 49)」の手順を実行します。
• メソッドと Lambda 関数を通信させるには、IAM で Lambda 呼び出しロールと Lambda 実行ロールを
作成済みである必要があります。メソッドが AWS Lambda で通信するための Lambda 関数も作成して
おく必要があります。ロールと関数を作成するには、Lambda 統合で API Gateway REST API を構築す
る (p. 20) の「Lambda 非プロキシ統合用の Lambda 関数の作成 (p. 28)」で説明する指示に従ってくだ
さい。
• メソッドを HTTP または HTTP プロキシ統合と通信させるには、メソッドが通信する HTTP エンドポイ
ント URL をすでに作成してアクセスを確立している必要があります。
• HTTP および HTTP プロキシエンドポイントの証明書が API Gateway によりサポートされていることを
確認します。詳細については、「HTTP および HTTP プロキシ統合のために API Gateway によりサポー
トされる証明機関 (p. 603)」を参照してください。
トピック
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• API Gateway コンソールで API Gateway メソッドをセットアップする (p. 222)
• API Gateway コンソールで API Gateway メソッドレスポンスをセットアップする (p. 224)

API Gateway コンソールで API Gateway メソッドをセットアップする
API Gateway コンソールを使用して API のメソッドリクエスト/応答を指定し、さらにメソッドがリクエス
トを認証する方法を設定するには、以下の手順に従います。

Note
これらの手順は、すでに「API Gateway コンソールを使用して API 統合リクエストを設定す
る (p. 281)」のステップを完了していることを前提としています。これらは、「Lambda 統合で
API Gateway REST API を構築する (p. 20)」の説明を補うのに最適です。
1.

[リソース] ペインでメソッドを選択し、[メソッドの実行] ペインで [メソッドリクエスト] を選択しま
す。

2.

[設定] で鉛筆アイコンを選択し、[認証] ドロップダウンメニューから使用可能なオーソライザーを 1
つ選択します。
a.

すべてのユーザーでメソッドへのオープンアクセスを有効化するには、[NONE] を選択します。デ
フォルト設定が変更されていない場合、このステップはスキップできます。

b.

IAM アクセス許可を使用してメソッドへのクライアントアクセスを制御するには、[AWS_IAM]
を選択します。これを選択した場合、適切な IAM ポリシーがアタッチされた IAM ロールのユー
ザーのみがこのメソッドを呼び出すことができます。
IAM ロールを作成するには、以下のような形式のアクセスポリシーを指定します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"execute-api:Invoke"
],
"Resource": [
"resource-statement"
]
}
]

このアクセス ポリシーでは、resource-statement は [認証の設定] セクションの [ARN]
フィールドの値です。これらの IAM アクセス許可の詳細については、「IAM アクセス許可により
API へのアクセスを制御する (p. 243)」を参照してください。
この IAM ロールを作成するには、Lambda 統合で API Gateway REST API を構築する (p. 20) の
「Lambda 関数を作成する (p. 28)」セクションにある「Lambda 呼び出しロールとそのポリシー
を作成する」と「Lambda 実行ロールとそのポリシーを作成する」の手順を適応できます。
選択肢を保存するには、[更新] を選択します。それ以外の場合は、[キャンセル] を選択します。
c.

Lambda オーソライザーを使用するには、トークンオーソライザーのいずれかを選択します。
この選択肢をドロップダウンメニューに表示するには、Lambda オーソライザーを作成済みで
ある必要があります。Lambda オーソライザーの詳細な作成方法については、「API Gateway
Lambda オーソライザーを使用する (p. 251)」を参照してください。

d.

Amazon Cognito ユーザープールを使用するには、[Cognito ユーザープールオーソライザー] で
使用可能なユーザープールを選択します。この選択をドロップダウンメニューに表示するに
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は、Amazon Cognito でユーザープールを作成し、API Gateway で Amazon Cognito ユーザー
プール認証を作成する必要があります。Amazon Cognito ユーザープール認証の作成方法につい
ては、「Amazon Cognito ユーザープールをオーソライザーとして使用して REST API へのアク
セスを制御する (p. 268)」を参照してください。
3.

リクエスト検証を有効化または無効化するには、[リクエストの検証] ドロップダウンメニューの鉛筆
アイコンを選択し、リストアップされたオプションから 1 つ選択します。各オプションの詳細につい
ては、「API Gateway でリクエスト検証を有効にする (p. 318)」を参照してください。

4.

API キーを要求するには、鉛筆アイコンを選択して [必要な API キー] ドロップダウンメニューを開
き、API 要件に応じて true または false を選択します。有効にすると、API キーは使用量プラ
ン (p. 510)で使用され、クライアントトラフィックを絞り込みます。

5.

クエリ文字列パラメータをメソッドに追加するには、以下の操作を実行します。
a.

[URL クエリ文字列パラメータ] の横の矢印を選択した後、[クエリ文字列の追加] を選択します。

b.

[名前] に、クエリ文字列パラメータの名前を入力します。

c.

チェックマークアイコンを選択し、新しいクエリ文字列パラメーター名を保存します。

d.

新しく作成されたクエリ文字列パラメータがリクエスト検証に使用される場合は、[必須] オプ
ションを選択します。リクエスト検証の詳細については、「API Gateway でリクエスト検証を有
効にする (p. 318)」を参照してください。

e.

新しく作成されたクエリ文字列パラメータがキャッシングキーの一部として使用される場合
は、[Caching (キャッシュ)] オプションを選択します。これは、キャッシングが有効な場合に
のみ適用されます。キャッシングの詳細については、「メソッドパラメータまたは統合パラ
メータをキャッシュキーとして使用して、キャッシュされたレスポンスにインデックスを付け
る (p. 502)」を参照してください。

Tip
クエリ文字列パラメータを削除するには、関連付けられた x アイコンを選択した後、[このパ
ラメータおよび依存パラメータの削除] を選択して削除を確定します。
クエリ文字列パラメータの名前を変更するには、削除して新しいものを作成します。
6.

メソッドにヘッダーパラメータを追加するには、以下の操作を実行します。
a.

[HTTP リクエストヘッダー] の横の矢印を選択した後、[ヘッダーの追加] を選択します。

b.

[名前] にヘッダーパラメータの名前を入力した後、チェックマークアイコンを選択して設定を保
存します。

c.

新しく作成されたヘッダーパラメータがリクエスト検証に使用される場合は、[必須] オプション
を選択します。リクエスト検証の詳細については、「API Gateway でリクエスト検証を有効にす
る (p. 318)」を参照してください。

d.

新しく作成されたヘッダーパラメータがキャッシングキーの一部として使用される場合は、
[Caching (キャッシュ)] オプションを選択します。これは、キャッシングが有効な場合にのみ
適用されます。キャッシングの詳細については、「メソッドパラメータまたは統合パラメー
タをキャッシュキーとして使用して、キャッシュされたレスポンスにインデックスを付け
る (p. 502)」を参照してください。

Tip
ヘッダーパラメータを削除するには、関連付けられた x アイコンを選択した後、[このパラ
メータおよび依存パラメータの削除] を選択して削除を確定します。
ヘッダーパラメーターの名前を変更するには、削除して新しいものを作成します。
7.

POST、PUT、または PATCH HTTP 動詞でメソッドリクエストのペイロード形式を宣言するには、[リ
クエストボディ] を展開して以下を実行します。
a.

[モデルの追加] を選択します。

b.

[コンテンツタイプ] に MIME タイプ (application/json など) を入力します。
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c.

[モデル名] ドロップダウンメニューを開いてペイロードに使用可能なモデルを選択し、チェック
マークアイコンを選択して設定を保存します。
API で現在使用可能なモデルには、すでに作成して API の [モデル] コレクションに追加している
モデルに加え、デフォルトの Empty および Error モデルが含まれます。モデル作成についての
詳細は、API Gateway でモデルを作成する (p. 337) を参照してください。

Note
モデルはペイロードの予測されるデータ形式をクライアントに通知するのに便利です。
スケルトンベースのマッピングテンプレートを作成するのに役立ちます。API の厳密に
型指定された SDK を Java、C#、Objective-C、および Swift などの言語で作成すること
が重要です。ペイロードに対するリクエスト検証が有効になっている場合にのみ必要で
す。
8.

API Gateway で作成されたこの API の Java SDK にオペレーション名を割り当てるには、[SDK 設定]
を展開し、[オペレーション名] に名前を入力します。たとえば、GET /pets/{petId} のメソッドリ
クエストでは、対応する Java SDK のオペレーション名は、デフォルトで GetPetsPetId です。こ
の名前はメソッドの HTTP 動詞 (GET) とリソースパスの変数名 (Pets と PetId) から構成されていま
す。オペレーション名を getPetById に設定した場合、SDK オペレーション名は GetPetById にな
ります。

API Gateway コンソールで API Gateway メソッドレスポンスをセットアップする
API メソッドには、1 つ以上のレスポンスを含めることができます。各レスポンスは HTTP ステータス
コードでインデックス作成されます。デフォルトでは、API Gateway コンソールはメソッドレスポンスに
200 レスポンスを追加します。たとえばこれを修正し、メソッドが 201 を返すように設定できます。アク
セス拒否の 409や、初期化されていないステージ変数が使用されている場合の 500 など、その他のレスポ
ンスを追加することもできます。
API Gateway コンソールを使用してレスポンスを変更、削除、または API メソッドに追加するには、次の
手順に従います。
1.

API リソースの指定のメソッドで、[メソッドの実行] から [メソッドレスポンス] を選択します。

2.

新しいレスポンスを追加するには、[レスポンスの追加] を選択します。
a.

[HTTP のステータス] に HTTP ステータスコード (200、400、500 など) を入力し、チェック
マークアイコンを選択して選択内容を保存します。
バックエンドが返したレスポンスに対応するメソッドレスポンスが定義されていない場合、API
Gateway はクライアントにレスポンスを返しません。代わりに、500 Internal server
error エラーレスポンスを返します。

b.

指定のステータスコードのレスポンスを展開します。

c.

[ヘッダーの追加] を選択します。

d.

[{status} のレスポンスヘッダー] の [名前] に名前を入力した後、チェックマークアイコンを選
択して選択肢を保存します。
バックエンドに返されたヘッダーをメソッドレスポンスで定義されたものに変換する必要がある
場合は、最初にこのステップの説明に従ってメソッドレスポンスヘッダーを追加する必要があり
ます。

e.

[{status} のレスポンスヘッダー] で [レスポンスモデルの追加] を選択します。

f.

[コンテンツタイプ] にレスポンスペイロードのメディアタイプを入力し、[モデル] ドロップダウ
ンメニューからモデルを選択します。

g.

チェックマークアイコンを選択して、設定を保存します。

3.

既存のレスポンスを変更するには、レスポンスを展開して上記のステップ 2 を実行します。

4.

レスポンスを削除するには、レスポンスの x アイコンを選択し、レスポンスの削除を確定します。
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バックエンドから返されたすべてのレスポンスで、互換性のあるレスポンスをメソッドレスポンスとして
設定する必要があります。ただし、バックエンドの結果がクライアントに返される前にメソッドレスポ
ンスにマッピングされない場合を除き、メソッドレスポンスのヘッダーとペイロードモデルの設定はオプ
ションです。API のために厳密に型指定された SDK を作成している場合は、メソッドレスポンスペイロー
ドモデルも重要です。

API Gateway での REST API へのアクセスの制御と管
理
API Gateway は API へのアクセスを制御し管理する複数のメカニズムをサポートしています。
認証と認可に次のメカニズムを使用することができます。
• リソースポリシーを使用して、特定のソース IP アドレスまたは VPC エンドポイントから、API および
メソッドへのアクセスを許可、または拒否するリソースベースのポリシーを作成できます。詳細につい
ては、「the section called “API Gateway リソースポリシーの使用” (p. 226)」を参照してください。
• 標準 AWS IAM ロールとポリシーは、API 全体または個々のメソッドに適用できる柔軟で堅牢なアクセ
スコントロールを提供します。IAM ロールとポリシーを使用して、API を作成および管理できるユー
ザーと、API を呼び出すことができるユーザーを制御できます。詳細については、「the section called
“IAM アクセス許可を使用する” (p. 243)」を参照してください。
• IAM タグは、アクセスをコントロールするために、IAM ポリシーと共に使用できます。詳細について
は、「the section called “属性ベースのアクセスコントロール” (p. 836)」を参照してください。
• インターフェイス VPC エンドポイント用のエンドポイントポリシー では、 IAM リソースポリシーをイ
ンターフェイス VPC エンドポイントにアタッチして、プライベート API のセキュリティを向上させる
ことができます。詳細については、「the section called “プライベート API 用の VPC エンドポイントポ
リシーを使用する” (p. 249)」を参照してください。
• Lambda オーソライザーは、ヘッダー、パス、クエリ文字列、ステージ変数、コンテキスト変数のリク
エストパラメータで記述される情報と同様に、べアラートークン認証を使用して REST API メソッドへ
のアクセスを制御する Lambda 関数です。Lambda 認証は、REST API メソッドを呼び出すことができ
るユーザーを制御するために使用されます。詳細については、「the section called “Lambda 認証を使用
する” (p. 251)」を参照してください。
• Amazon Cognito ユーザープールを使用して、REST API に関するカスタマイズ可能な認証と認可のソ
リューションを作成できます。Amazon Cognito ユーザープールは、REST API メソッドを呼び出すこと
ができるユーザーを制御するために使用されます。詳細については、「the section called “REST API の
オーソライザーとして Amazon Cognito ユーザープールを使用する” (p. 268)」を参照してください。
アクセスコントロールに関連する他のタスクを実行するために、以下のメカニズムを使用できます。
• Cross-Origin Resource Sharing (CORS) を使用して、クロスドメインのリソースリクエストへの REST
API の応答を制御できます。詳細については、「the section called “CORS” (p. 385)」を参照してくだ
さい。
• クライアント側 SSL 証明書を使用して、バックエンドシステムへの HTTP リクエストが API Gateway
からのものであることを確認します。詳細については、「the section called “クライアント証明
書” (p. 600)」を参照してください。
• AWS WAF を使用して、API Gateway API を一般的なウェブの脆弱性から保護することができます。詳
細については、「the section called “AWS WAF” (p. 627)」を参照してください。
次のメカニズムを使用して、承認済みクライアントに付与したアクセス許可を追跡して制限できます。
• 使用量プランによって、顧客に API キーを提供でき、各 API キーの API ステージとメソッドの使用状況
を追跡および制限できます。詳細については、「the section called “使用量プラン” (p. 510)」を参照し
てください。
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API Gateway リソースポリシーを使用して API へのアクセスを
制御する
Amazon API Gateway のリソースポリシーは、JSON ポリシードキュメントです。指定されたプリンシパ
ル (通常、IAM ユーザーまたはロール) で API を呼び出せるかどうかにかかわらず、制御する API にアタッ
チします。API Gateway リソースポリシーを使用すると、API を以下から安全に呼び出すことができま
す。
• 指定された AWS アカウントのユーザー
• 指定されたソース IP アドレス範囲または CIDR ブロック
• 指定された Virtual Private Cloud (VPC) または VPC エンドポイント (任意のアカウント)
API Gateway のすべての API エンドポイントタイプ (プライベート、エッジ最適化、リージョン) のリソー
スポリシーを使用できます。
プライベート API の場合は、リソースポリシーを VPC エンドポイントポリシーとともに使用して、どの
プリンシパルがどのリソースやアクションにアクセスできるかを制御することができます。詳細について
は、「the section called “プライベート API 用の VPC エンドポイントポリシーを使用する” (p. 249)」を
参照してください。
リソースポリシーを API にアタッチするには、AWS Management Console、AWS CLI、AWS SDK を使用
します。
API Gateway リソースポリシーは、IAM アイデンティティベースのポリシーとは異なります。IAM アイデ
ンティティベースのポリシーは、IAM ユーザー、グループ、またはロールにアタッチされ、実行できるア
クションとリソースを定義します。API Gateway リソースポリシーはリソースにアタッチされます。アイ
デンティティベースのポリシーおよびリソースポリシーの間の詳細な相違点については、「アイデンティ
ティベースのポリシーとリソースベースのポリシー」を参照してください。
API Gateway リソースポリシーは、IAM ポリシーと組み合わせて使用できます。
トピック
• Amazon API Gateway のアクセスポリシー言語の概要 (p. 226)
• API Gateway リソースポリシーが認証ワークフローに与える影響 (p. 228)
• API Gateway リソースポリシーの例 (p. 237)
• API Gateway リソースポリシーを作成して API にアタッチする (p. 240)
• AWSAPI Gateway リソースポリシーで使用できる の条件キー (p. 241)

Amazon API Gateway のアクセスポリシー言語の概要
このページでは、Amazon API Gateway リソースポリシーで使用される基本的な要素について説明しま
す。
リソースポリシーは、IAM ポリシーと同じ構文を使用して指定されます。ポリシー言語の詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの概要」と「AWS Identity and Access Management ポリシー
リファレンス」を参照してください。
指定されたリクエストを AWS のサービスが許可または拒否する方法については、「リクエストの許可ま
たは拒否を決定する」を参照してください。

アクセスポリシーの一般的なエレメント
基本的に、リソースポリシーには以下のエレメントが含まれます。
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• リソース – アクセス許可を許可または拒否できる Amazon API Gateway のリソースが API です。ポリ
シーでは、Amazon リソースネーム (ARN) を使用して、リソースを識別します。略式構文を使用するこ
ともできます。この構文はリソースポリシーの保存時に API Gateway によって完全な ARN に自動的に
展開されます。詳細については、「API Gateway リソースポリシーの例 (p. 237)」を参照してくださ
い。
完全な Resource 要素の形式については、「API Gateway で API を実行するためのアクセス許可のリ
ソース形式 (p. 246)」を参照してください。
• アクション – Amazon API Gateway により、リソースごとに一連のオペレーションがサポートされてい
ます。許可 (または拒否) するリソースのオペレーションは、アクションキーワードを使用して識別しま
す。
たとえば、execute-api:Invoke アクセス権限は、クライアントリクエスト時の API の呼び出しを
ユーザーに許可します。
Action エレメントの形式については、「API Gateway で API を実行するためのアクセス許可のアク
ション形式 (p. 246)」を参照してください。
• エフェクト – ユーザーが特定のアクションをリクエストする際のエフェクト – 値は Allow または Deny
のいずれかになります。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。

Note
「暗黙的な拒否」は、「デフォルトでは拒否」と同じ意味です。
「暗黙的な拒否」は「明示的な拒否」とは異なります。詳細については、「デフォルトによる
拒否と明示的な拒否の違い」を参照してください。
• プリンシパル – ステートメントのアクションやリソースへのアクセスが許可されているアカウントまた
はユーザーを指します。リソースポリシーでは、プリンシパルは、このアクセス許可の被付与者である
IAM ユーザーまたはアカウントを指します。
以下のリソースポリシーの例は、前述の一般的なポリシーのエレメントを示しています。このポリシー
は、指定した#####で指定した account-id の API へのアクセスを、送信元 IP アドレスがアドレスブ
ロック 123.4.5.6/24 にあるすべてのユーザーに許可します。このポリシーでは、ユーザーの送信元 IP
がこの範囲外の場合、API へのアクセスはすべて拒否されます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": "*",
"Action": "execute-api:Invoke",
"Resource": "arn:aws:execute-api:region:account-id:*"
},
{
"Effect": "Deny",
"Principal": "*",
"Action": "execute-api:Invoke",
"Resource": "arn:aws:execute-api:region:account-id:*",
"Condition": {
"NotIpAddress": {
"aws:SourceIp": "123.4.5.6/24"
}
}
}
]
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API Gateway リソースポリシーが認証ワークフローに与える影響
API にアタッチされたリソースポリシーを API Gateway が評価すると、以降のセクションのフローチャー
トに示すように、結果は API に対して定義した認証タイプによって影響を受けます。
トピック
• API Gateway リソースポリシーのみ (p. 228)
• Lambda オーソライザーとリソースポリシー (p. 230)
• IAM 認証とリソースポリシー (p. 232)
• Amazon Cognito 認証とリソースポリシー (p. 234)
• ポリシー評価の結果の表 (p. 236)

API Gateway リソースポリシーのみ
このワークフローでは、API Gateway リソースポリシーは API にアタッチされますが、認証タイプは API
に対して定義されません。ポリシーの評価により、発信者のインバウンド条件に基づいて、明示的な許可
の検索が呼び出されます。暗黙的な拒否または明示的な拒否により、発信者が拒否されます。
以下に、このようなリソースポリシーの例を示します。
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": "*",
"Action": "execute-api:Invoke",
"Resource": "arn:aws:execute-api:region:account-id:api-id/",
"Condition": {
"IpAddress": {
"aws:SourceIp": ["192.0.2.0/24", "198.51.100.0/24" ]
}
}
}
]
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Lambda オーソライザーとリソースポリシー
このワークフローでは、Lambda オーソライザーはリソースポリシーに加えて API に対して設定され
ます。リソースポリシーは 2 つの段階で評価されます。Lambda オーソライザーを呼び出す前に、API
Gateway はまずポリシーを評価し、明示的な拒否をチェックします。見つかった場合、呼び出し元は
即座にアクセスを拒否されます。それ以外の場合、Lambda オーソライザーが呼び出され、ポリシード
キュメント (p. 262)を返します。これはリソースポリシーと一緒に評価されます。結果は、以下の表
A (p. 236) (このトピックの終わり近く) に基づいて決定されます。
次のリソースポリシー例では、VPC エンドポイント ID が vpce-1a2b3c4d である VPC エンドポイント
からのみ、呼び出しを許可します。認証前の評価中は、下例の VPC エンドポイントからの呼び出しのみ
が、Lambda オーソライザーを評価することを許可されます。残りの呼び出しはすべてブロックされま
す。
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Principal": "*",
"Action": "execute-api:Invoke",
"Resource": [
"arn:aws:execute-api:region:account-id:api-id/"
],
"Condition" : {
"StringNotEquals": {
"aws:SourceVpce": "vpce-1a2b3c4d"
}
}
}
]

IAM 認証とリソースポリシー
このワークフローでは、リソースポリシーに加えて API に対して IAM 認証が設定されます。IAM サービス
を使用してユーザーを認証した後、IAM ユーザーにアタッチされたポリシーが、リソースポリシーに加え
て一緒に評価されます。この結果は、発信者が API 所有者と同じアカウントであるか、別の AWS アカウ
ントであるかに応じて異なります。
呼び出し元と API 所有者が別のアカウントである場合、IAM ユーザーポリシーとリソースポリシーの両方
により、呼び出し元は明示的に続行が許可されます (このトピックの最後にある 表 B (p. 236) を参照し
てください。) これとは対照的に、呼び出し元および API 所有者が同じアカウントである場合、ユーザー
ポリシーまたはリソースポリシーで、呼び出し元の続行を明示的に許可する必要があります (以下の表
A (p. 236) を参照してください)。
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以下に、クロスアカウントリソースポリシーの例を示します。このリソースポリシーでは、IAM ユーザー
ポリシーに許可が含まれていることを想定し、VPC ID が vpc-2f09a348 である VPC からの呼び出しの
みが許可されます。(このトピックの最後にある 表 B (p. 236) を参照してください。)
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": "",
"Action": "execute-api:Invoke",
"Resource": [
"arn:aws:execute-api:region:account-id:api-id/"
],
"Condition" : {
"StringEquals": {
"aws:SourceVpc": "vpc-2f09a348"
}
}
}
]

Amazon Cognito 認証とリソースポリシー
このワークフローでは、リソースポリシーに加えて、API 用に Amazon Cognito ユーザープー
ル (p. 268)が設定されます。API Gateway は、最初に Amazon Cognito を介して発信者の認証を試みま
す。これは通常、発信者から提供された JWT トークンを介して実行されます。認証が成功した場合、リ
ソースポリシーは個別に評価され、明示的な許可が必要です。拒否の場合は拒否になり、「許可も拒否も
しない」でも拒否になります。Amazon Cognito ユーザープールと一緒に使用される可能性のあるリソー
スポリシーの例を以下に示します。
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次の例では、指定されたソース IP からのみ呼び出しを許可するリソースポリシーの例を示しま
す。Amazon Cognito 認証トークンには許可が含まれていると想定します (このトピックの最後にある 表
A (p. 236) を参照してください。)
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": "*",
"Action": "execute-api:Invoke",
"Resource": "arn:aws:execute-api:region:account-id:api-id/",
"Condition": {
"IpAddress": {
"aws:SourceIp": ["192.0.2.0/24", "198.51.100.0/24" ]
}
}
}
]

ポリシー評価の結果の表
表 A は、API Gateway API へのアクセスが、同じ AWS アカウントにある IAM ポリシー (または Lambda
もしくは Amazon Cognito ユーザープールオーソライザー) と API Gateway リソースポリシーによって制
御される場合の動作を示しています。

表 A: アカウント A が所有する API をアカウント A が呼び出す
IAM ユーザーポリシー (または
Lambda または Amazon Cognito
ユーザープール認証)

API Gateway リソースポリシー

結果として生じる動作

許可

許可

許可

許可

許可も拒否もしない

許可

許可

拒否

明示的な拒否

許可も拒否もしない

許可

許可

許可も拒否もしない

許可も拒否もしない

暗黙的な拒否

許可も拒否もしない

拒否

明示的な拒否

拒否

許可

明示的な拒否

拒否

許可も拒否もしない

明示的な拒否

拒否

拒否

明示的な拒否

表 B は、API Gateway API へのアクセスが、異なる AWS アカウントにある IAM ポリシー (または
Lambda もしくは Amazon Cognito ユーザープールオーソライザー) と API Gateway リソースポリシーに
よって制御される場合の動作を示しています。どちらかがサイレントである (許可でも拒否でもない) 場
合、クロスアカウントアクセスは拒否されます。これは、クロスアカウントアクセスでは、リソースポリ
シーと IAM ポリシー (または Lambda、Amazon Cognito ユーザープールオーソライザー) で明示的にアク
セス権が付与される必要があるためです。
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表 B: アカウント A が所有する API をアカウント B が呼び出す
IAM ユーザーポリシー (または
Lambda または Amazon Cognito
ユーザープール認証)

API Gateway リソースポリシー

結果として生じる動作

許可

許可

許可

許可

許可も拒否もしない

暗黙的な拒否

許可

拒否

明示的な拒否

許可も拒否もしない

許可

暗黙的な拒否

許可も拒否もしない

許可も拒否もしない

暗黙的な拒否

許可も拒否もしない

拒否

明示的な拒否

拒否

許可

明示的な拒否

拒否

許可も拒否もしない

明示的な拒否

拒否

拒否

明示的な拒否

API Gateway リソースポリシーの例
このページでは、API Gateway リソースポリシーの一般的なユースケースの例をいくつか紹介します。
以下のポリシー例では、API リソースの指定に略式構文を使用しています。この略式構文では、完全
な Amazon リソースネーム (ARN) を指定する代わりに、簡略化された方法を使用して API リソースを
参照できます。API Gateway がポリシーを保存するとき、簡略化された構文を完全な ARN に変換し
ます。たとえば、リソースポリシー execute-api:/stage-name/GET/pets でリソースを指定でき
ます。API Gateway がリソースポリシーを保存する際に、リソースを arn:aws:execute-api:useast-2:123456789012:aabbccddee/stage-name/GET/pets に変換します。API Gateway は、現在
のリージョン、AWS アカウント ID、およびリソースポリシーが関連付けられている REST API の ID を使
用して、完全な ARN を構築します。execute-api:/* を使用して、現在の API のすべてのステージ、メ
ソッド、パスを表すことができます。アクセスポリシー言語の詳細については、「Amazon API Gateway
のアクセスポリシー言語の概要 (p. 226)」を参照してください。
トピック
• 例: 別の AWS アカウントのユーザーによる API の使用を許可する (p. 237)
• 例: 送信元の IP アドレスまたは IP アドレスの範囲に基づき、API トラフィックを拒否する (p. 238)
• 例: プライベート API の使用時に、送信元 IP アドレスまたは範囲に基づいて API トラフィックを拒否
する (p. 238)
• 例: ソース VPC または VPC エンドポイントに基づいてプライベート API トラフィックを許可す
る (p. 239)

例: 別の AWS アカウントのユーザーによる API の使用を許可する
次のリソースポリシーの例は、署名バージョン 4 (SigV4) プロトコルを使用して、1 つの AWS アカウ
ントの API アクセス権を異なる AWS アカウントの 2 人のユーザーに付与します。具体的に説明する
と、account-id-2 によって識別される AWS アカウントの Alice とルートユーザーに、AWS アカウント
の pets リソース (API) に対して GET アクションを実行する execute-api:Invoke アクションが付与さ
れます。
{

"Version": "2012-10-17",
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}

"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::account-id-2:user/Alice",
"account-id-2"
]
},
"Action": "execute-api:Invoke",
"Resource": [
"execute-api:/stage/GET/pets"
]
}
]

例: 送信元の IP アドレスまたは IP アドレスの範囲に基づき、API トラフィックを拒否する
以下のリソースポリシーの例は、指定された 2 つの送信元 IP アドレスブロックから API への受信トラ
フィックを拒否 (ブロック) します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": "*",
"Action": "execute-api:Invoke",
"Resource": [
"execute-api:/*"
]
},
{
"Effect": "Deny",
"Principal": "*",
"Action": "execute-api:Invoke",
"Resource": [
"execute-api:/*"
],
"Condition" : {
"IpAddress": {
"aws:SourceIp": ["192.0.2.0/24", "198.51.100.0/24" ]
}
}
}
]

例: プライベート API の使用時に、送信元 IP アドレスまたは範囲に基づいて API トラフィックを
拒否する
次のリソースポリシーの例は、指定された 2 つの送信元 IP アドレスブロックからプライベート API への
受信トラフィックを拒否 (ブロック) します。プライベート API を使用する場合、execute-api の VPC
エンドポイントは元のソース IP アドレスを 書き換えます。aws:VpcSourceIp 条件は、元のリクエスタ
IP アドレスに対してリクエストをフィルタリングします。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": "*",
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},
{

}

]

}

"Action": "execute-api:Invoke",
"Resource": [
"execute-api:/*"
]
"Effect": "Deny",
"Principal": "*",
"Action": "execute-api:Invoke",
"Resource": [
"execute-api:/*"
],
"Condition" : {
"IpAddress": {
"aws:VpcSourceIp": ["192.0.2.0/24", "198.51.100.0/24"]
}
}

例: ソース VPC または VPC エンドポイントに基づいてプライベート API トラフィックを許可す
る
次のリソースポリシーの例では、指定された Virtual Private Cloud (VPC) または VPC エンドポイントから
のみ、プライベート API への受信トラフィックを許可します。
このリソースポリシーの例では、ソース VPC を指定します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": "*",
"Action": "execute-api:Invoke",
"Resource": [
"execute-api:/*"
]
},
{
"Effect": "Deny",
"Principal": "*",
"Action": "execute-api:Invoke",
"Resource": [
"execute-api:/*"
],
"Condition" : {
"StringNotEquals": {
"aws:SourceVpc": "vpc-1a2b3c4d"
}
}
}
]

このリソースポリシーの例では、ソース VPC エンドポイントを指定します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
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},
{

}

]

}

"Principal": "*",
"Action": "execute-api:Invoke",
"Resource": [
"execute-api:/*"
]
"Effect": "Deny",
"Principal": "*",
"Action": "execute-api:Invoke",
"Resource": [
"execute-api:/*"
],
"Condition" : {
"StringNotEquals": {
"aws:SourceVpce": "vpce-1a2b3c4d"
}
}

API Gateway リソースポリシーを作成して API にアタッチする
API 実行サービスを呼び出して、ユーザーによる API へのアクセスを許可するには、API Gateway リソー
スポリシーを作成する必要があります。これにより、API Gateway リソースへのアクセスは制御され、ポ
リシーが API にアタッチされます。

Important
apigateway:UpdateRestApiPolicy リソースポリシーを更新するには、API Gateway アクセ
ス許可に加えて、apigateway:PATCH アクセス許可も必要です。
リソースポリシーは、API 作成時に API にアタッチできます。または、後でアタッチすることができま
す。プライベート API の場合、リソースポリシーをプライベート API にアタッチするまで、API へのすべ
ての呼び出しは失敗します。

Important
API 作成後にリソースポリシーを更新する場合は、更新後のポリシーをアタッチしてから API を
デプロイし、変更を伝達する必要があります。ポリシーのみ、更新または保存した場合、API の
ランタイム動作が変更されることはありません。API のデプロイの詳細については、「Amazon
API Gateway での REST API のデプロイ (p. 448)」を参照してください。
アクセスは、AWS アカウント、ソース VPC、ソース VPC エンドポイント、または IP 範囲の条件を含む
IAM 条件要素によって制御できます。ポリシーの Principal が "*" に設定されている場合は、リソース
ポリシーと一緒にその他の認証タイプを使用できます。Principal が "AWS" に設定されている場合、セ
キュリティで保護されていないリソースなど、AWS_IAM 認証で保護されていないすべてのリソースでは認
証に失敗します。
次のセクションでは、独自の API Gateway リソースポリシーを作成し、API にアタッチする方法につい
て説明します。ポリシーをアタッチすると、そのポリシーのアクセス権限が API のメソッドに適用されま
す。

Important
API Gateway コンソールを使用してデプロイ済み API にリソースポリシーをアタッチする場合、
または既存のリソースポリシーを更新する場合、変更を有効にするにはコンソールの API を再デ
プロイする必要があります。
トピック
• API Gateway リソースポリシーをアタッチする (コンソール) (p. 241)
• API Gateway リソースポリシーをアタッチする (AWS CLI) (p. 241)
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API Gateway リソースポリシーをアタッチする (コンソール)
リソースポリシーを API Gateway API にアタッチするには、AWS マネジメントコンソールを使用できま
す。

リソースポリシーを API Gateway API にアタッチするには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

REST API を選択します。

3.

左のナビゲーションペインで、[Resource Policy (リソースポリシー)] を選択します。

4.

必要に応じて、[例] のいずれかを選択します。ポリシーの例では、プレースホルダーは、二重波括弧
("{{placeholder}}") で囲まれています。各プレースホルダー (波括弧を含む) を必要な情報に置き
換えます。
どの [例] も使用しない場合は、リソースポリシーを入力します。

5.

[保存] を選択します。

API が API Gateway コンソールで以前にデプロイ済みの場合、リソースポリシーを有効にするには再デプ
ロイする必要があります。

API Gateway リソースポリシーをアタッチする (AWS CLI)
AWS CLI を使用して、新しい API を作成し、リソースポリシーをその API にアタッチするには、次のよ
うに create-rest-api コマンドを呼び出します。
aws apigateway create-rest-api \
--name "api-name" \
--policy "{\"jsonEscapedPolicyDocument\"}"

AWS CLI を使用して、リソースポリシーを既存の API にアタッチするには、次のように update-restapi コマンドを呼び出します。
aws apigateway update-rest-api \
--rest-api-id api-id \
--patch-operations op=replace,path=/policy,value='"{\"jsonEscapedPolicyDocument\"}"'

AWSAPI Gateway リソースポリシーで使用できる の条件キー
以下の表には、API Gateway で API のリソースポリシーに使用できる AWS の条件キーが認証タイプごと
に記載されています。
AWS の条件キーの詳細については、「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。

条件キーのテーブル
条件キー

条件

AuthN が必要ですか?

認証タイプ

aws:CurrentTime

なし

いいえ

すべて

aws:EpochTime

なし

いいえ

すべて

aws:TokenIssueTime

キーは、一時的セキュ
リティ認証情報を使用
して署名されているリ
クエストにのみ存在し
ます。

はい

IAM
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条件キー

条件

AuthN が必要ですか?

認証タイプ

キーは、一時的セキュ
aws:MultiFactorAuthPresent
リティ認証情報を使用
して署名されているリ
クエストにのみ存在し
ます。

はい

IAM

キーは、MFA がリクエ
aws:MultiFactorAuthAge
ストに存在する場合に
のみ存在します。

はい

IAM

aws:PrincipalAccountなし

はい

IAM

aws:PrincipalArn

なし

はい

IAM

aws:PrincipalOrgID

このキーは、プリンシ
パルが組織のメンバー
である場合にのみリク
エストコンテキストに
含まれます。

はい

IAM

このキーは、プリンシ
aws:PrincipalOrgPaths
パルが組織のメンバー
である場合にのみリク
エストコンテキストに
含まれます。

はい

IAM

aws:PrincipalTag

このキーは、プリンシ
パルが、タグがアタッ
チされた IAM ユーザー
である場合にリクエス
トコンテキストに含ま
れます。これは、タグ
またはセッションタグ
がアタッチされた IAM
ロールを使用するプリ
ンシパルのために含ま
れます。

はい

IAM

aws:PrincipalType

なし

はい

IAM

aws:Referer

キーは、値が HTTP
ヘッダーの呼び出し
元によって渡されてい
る場合にのみ存在しま
す。

いいえ

すべて

aws:SecureTransport なし

いいえ

すべて

aws:SourceArn

なし

いいえ

すべて

aws:SourceIp

なし

いいえ

すべて

aws:SourceVpc

このキーはプライベー
ト API でのみ使用でき
ます。

いいえ

すべて
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条件キー

条件

AuthN が必要ですか?

認証タイプ

aws:SourceVpce

このキーはプライベー
ト API でのみ使用でき
ます。

いいえ

すべて

aws:UserAgent

キーは、値が HTTP
ヘッダーの呼び出し
元によって渡されてい
る場合にのみ存在しま
す。

いいえ

すべて

aws:userid

なし

はい

IAM

aws:username

なし

はい

IAM

IAM アクセス許可により API へのアクセスを制御する
IAM アクセス許可 を使用して Amazon API Gateway API へのアクセスを制御するには、次の 2 つの API
Gateway コンポーネントプロセスへのアクセスを制御します。
• API Gateway で API の作成、デプロイ、管理を行うには、API Gateway の API 管理コンポーネントでサ
ポートされている必要なアクションを行うためのアクセス許可を API デベロッパーに付与する必要があ
ります。
• デプロイされた API を呼び出したり、API キャッシュを更新したりするには、API Gateway の API 実行
コンポーネントでサポートされている必要な IAM アクションを行うためのアクセス許可を API の発信者
に付与する必要があります。
2 つのプロセスのアクセス制御には、以下で説明するように、異なるアクセス権限モデルが必要です。

API を作成および管理するための API Gateway アクセス許可モデル
API デベロッパーが API Gateway で API を作成および管理することを許可するには、指定した API デベ
ロッパーが必要な API エントリを作成、更新、デプロイ、表示、または削除することを許可する IAM ア
クセス許可ポリシーを作成する必要があります。このアクセス許可ポリシーを、デベロッパーとしての
IAM ユーザー、ユーザーが属する IAM グループ、またはユーザーが引き受ける IAM ロールにアタッチし
ます。
アクセス権限モデルを使用する方法の詳細については、「the section called “API Gateway のアイデンティ
ティベースのポリシー” (p. 812)」を参照してください。

API を呼び出すための API Gateway アクセス許可モデル
API の呼び出しや API キャッシュの更新を API 発信者に許可するには、IAM ユーザー認証が有効な API メ
ソッドを呼び出すことを、特定の API 発信者に許可する IAM ポリシーを作成する必要があります。API デ
ベロッパーは、メソッドの authorizationType プロパティを AWS_IAM に設定して、発信者が認証対象
の IAM ユーザーのアクセスキーを送信することを要求します。次に、このポリシーを、API 発信者として
の IAM ユーザー、ユーザーが属する IAM グループ、またはユーザーが引き受ける IAM ロールにアタッチ
します。
この IAM アクセス許可ポリシーのステートメントで、IAM Resourceエレメントには、特定の HTTP
動詞および API Gateway リソースパスによって識別されるデプロイ API されたメソッドのリストが含
まれます。IAM Action エレメントには、API Gateway の必要な API 実行アクションが含まれます。
これらのアクションには、execute-api:Invoke や execute-api:InvalidateCache が含まれま
す。execute-api は、API Gateway の基盤となる API 実行コンポーネントを示します。
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アクセス権限モデルを使用する方法の詳細については、「 API を呼び出すためのアクセスの制
御 (p. 245)」を参照してください。
API をバックエンドの AWS サービス (AWS Lambda など) と統合すると、API Gateway には、API 呼び出
し元に代わって AWS の統合されたリソースにアクセスする (Lambda 関数を呼び出すなど) ための許可も
必要です。これらのアクセス許可を付与するには、API Gateway 用の AWS のサービスタイプの IAM ロー
ルを作成します。IAM 管理コンソールでこのロールを作成すると、API Gateway がこのロールを引き受け
ることを許可された信頼されたエンティティであることを宣言する以下の IAM 信頼ポリシーがロールに含
まれます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "apigateway.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

CLI の create-role コマンドまたは対応する SDK メソッドを呼び出して IAM ロールを作成する場合、上
記の信頼ポリシーを assume-role-policy-document の入力パラメータとして指定する必要がありま
す。このようなポリシーを、IAM マネジメントコンソールで直接作成、または AWS CLI create-policy コ
マンド、もしくは対応する SDK メソッドを呼び出して作成しないでください。
API Gateway で統合された AWS のサービスを呼び出すには、このロールに、統合された AWS の
サービスを呼び出すための適切な IAM アクセス許可ポリシーもアタッチする必要があります。たとえ
ば、Lambda 関数を呼び出すには、IAM ロールに次の IAM アクセス許可ポリシーを含める必要がありま
す。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "lambda:InvokeFunction",
"Resource": "*"
}
]

Lambda がサポートするリソースベースのアクセスポリシーは、信頼ポリシーとアクセス許可ポリシーの
両方を組み合わせたものです。API Gateway コンソールを使用して API を Lambda 関数と統合すると、コ
ンソールがユーザーに代わって (ユーザーの合意を得て) Lambda 関数でリソースベースのアクセス許可を
設定するため、この IAM ロールを明示的に設定することは要求されません。

Note
AWS のサービスへのアクセス制御を有効にするには、発信者ベースのアクセス許可モデルを使
用して、発信者の IAM ユーザーまたはグループにアクセス許可ポリシーを直接アタッチするか、
ロールベースのアクセス許可モデルを使用して、API Gateway が引き受けることができる IAM
ロールにアクセス許可ポリシーをアタッチすることができます。アクセス権限ポリシーは 2 つの
モデル間で異なる場合があります。たとえば、呼び出し元ベースのポリシーはアクセスをブロッ
クしますが、ロールベースのポリシーはアクセスを許可します。この差異を利用して、IAM ユー
ザーが API Gateway API 経由でのみ AWS のサービスにアクセスするよう要求できます。
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API を呼び出すためのアクセスの制御
このセクションでは、API Gateway でのデプロイされた API の呼び出しを誰に許可するかを制御するた
めの IAM ポリシーステートメントを記述する方法について説明します。また、API 実行サービスに関連す
る Action フィールドと Resource フィールドの形式など、ポリシーステートメントのリファレンスも提
供します。the section called “リソースポリシーが認証ワークフローに与える影響” (p. 228) の IAM セク
ションも学習する必要があります。
プライベート API の場合、API Gateway リソースポリシーと VPC エンドポイントポリシーを組み合わせ
て使用する必要があります。詳細については、次のトピックを参照してください。
• the section called “API Gateway リソースポリシーの使用” (p. 226)
• the section called “プライベート API 用の VPC エンドポイントポリシーを使用する” (p. 249)

IAM ポリシーを使用した API Gateway API メソッドの呼び出しを誰に許可するかを制御する
デプロイされた API を IAM のアクセス許可を使用して呼び出すことを誰に許可するか誰に許可しないかを
制御するには、必要なアクセス許可を設定した IAM ポリシードキュメントを作成します。そのようなポリ
シードキュメントのテンプレートを以下に示します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Permission",
"Action": [
"execute-api:Execution-operation"
],
"Resource": [
"arn:aws:execute-api:region:account-id:api-id/stage/METHOD_HTTP_VERB/Resource-path"
]
}
]

この場合、含まれているアクセス許可を付与または拒否するかどうかに応じて、Permission は Allow
または Deny に置き換えられます。Execution-operation は、API 実行サービスでサポートされてい
るオペレーションに置き換えられます。METHOD_HTTP_VERB は、指定されたリソースによってサポート
されている HTTP 動詞を表します。Resource-path は、METHOD_HTTP_VERB をサポートしている、デ
プロイされた API Resource インスタンスの URL パスのプレースホルダーです。詳細については、「API
Gateway で API を実行するための IAM ポリシーのステートメントの参照 (p. 246)」を参照してくださ
い。

Note
IAM ポリシーが有効になるには、API メソッドで IAM 認証を有効にしている必要があり、そのた
めには API メソッドの authorizationType プロパティとして AWS_IAM を設定します。認証を
有効にしない場合、これらの API メソッドはパブリックにアクセス可能になります。
たとえば、指定された API で公開されているペットのリストを表示するユーザーアクセス許可を付与する
ものの、リストにペットを追加するユーザーアクセス許可を拒否する場合は、次のステートメントを IAM
ポリシーに含めます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"execute-api:Invoke"
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}

]

],
"Resource": [
"arn:aws:execute-api:us-east-1:account-id:api-id/*/GET/pets"
]
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"execute-api:Invoke"
],
"Resource": [
"arn:aws:execute-api:us-east-1:account-id:api-id/*/POST/pets"
]
}

GET /pets/{petId} として設定された API によって公開されている特定のペットを表示するユーザー
アクセス許可を付与するには、IAM ポリシーに以下のステートメントを含めることができます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"execute-api:Invoke"
],
"Resource": [
"arn:aws:execute-api:us-east-1:account-id:api-id/*/GET/pets/a1b2"
]
}
]

API Gateway で API を実行するための IAM ポリシーのステートメントの参照
次の情報で API を実行するためのアクセス許可の IAM ポリシーステートメントのアクションおよびリソー
ス形式について説明します。

API Gateway で API を実行するためのアクセス許可のアクション形式
API 実行の Action 式には、以下の一般的な形式があります。
execute-api:action

ここで、action は使用可能な API; 実行アクションです。
• *。以下のすべてのアクションを表します。
• [呼び出し] は、クライアントリクエストに応じて、API を呼び出すために使用されます。
• [InvalidateCache] は、クライアントリクエストに応じて、API キャッシュを無効にするために使用され
ます。

API Gateway で API を実行するためのアクセス許可のリソース形式
API 実行の Resource 式には、以下の一般的な形式があります。
arn:aws:execute-api:region:account-id:api-id/stage-name/HTTP-VERB/resource-path-specifier

各パラメータの意味は次のとおりです。
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• region は、メソッドのデプロイされた API に対応する AWS リージョン (us-east-1、またはすべて
の * リージョンを表す AWS) です。
• account-id は、REST API 所有者の 12 桁の AWS アカウント ID です。
• api-id は、メソッドの API に割り当てられた識別子 API Gateway です。
• stage-name は、メソッドに関連付けられたステージの名前です。
• HTTP-VERB はメソッドの HTTP 動詞です。GET、POST、PUT、DELETE、PATCH のいずれかになり
ます。
• resource-path-specifier は、目的のメソッドへのパスです
以下に示しているのは、いくつかのリソース式の例です。
• arn:aws:execute-api:*:*:*。任意の AWS リージョンの、任意の API の、任意のステージの、任
意のリソースパスを表します。
• arn:aws:execute-api:us-east-1:*:*。us-east-1 の AWS リージョンにおける、任意の API
の、任意のステージの、任意のリソースパスを表します。
• 任意のステージの任意のリソースパス、AWS リージョンが us-east-1 で識別子が api-id の API には
arn:aws:execute-api:us-east-1:*:api-id/*。
• ステージ test のリソースパス、AWS リージョンが us-east-1 で識別子が api-id の API には
arn:aws:execute-api:us-east-1:*:api-id/test/*。
詳細については、「API Gateway Amazon リソースネーム (ARN) リファレンス (p. 766)」を参照してく
ださい。

API 実行アクセス許可の IAM ポリシーの例
アクセス権限モデルおよび他の背景情報については、「 API を呼び出すためのアクセスの制
御 (p. 245)」を参照してください。
以下のポリシーステートメントでは、識別子が a123456789 の API で、ステージが test で、パスが
mydemoresource の、任意の Post メソッドを呼び出すアクセス許可をユーザーに付与します。ただし、
該当する API が AWS リージョン us-east-1 にデプロイされているとします。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"execute-api:Invoke"
],
"Resource": [
"arn:aws:execute-api:us-east-1:*:a123456789/test/POST/mydemoresource/*"
]
}
]

以下のポリシーステートメントの例では、任意の petstorewalkthrough/pets リージョンの、識別子
が a123456789 の API の、任意のステージの、リソースパスが AWS の、任意のメソッドを呼び出すアク
セス権限をユーザーに付与します。ただし、該当する API がそのリージョンにデプロイされているとしま
す。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
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}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"execute-api:Invoke"
],
"Resource": [
"arn:aws:execute-api:*:*:a123456789/*/*/petstorewalkthrough/pets"
]

ポリシーを作成して IAM ユーザーにアタッチする
ユーザーが API 管理サービスまたは API 実行サービスを呼び出せるようにするには、IAM ユーザー用に
API Gateway エンティティへのアクセスを制御する IAM ポリシーを作成し、そのポリシーを IAM ユー
ザーにアタッチする必要があります。IAM ポリシーの作成方法については、以下のステップで示します。

独自の IAM ポリシーを作成するには
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.

[Policies] を選択してから、[Create Policy] を選択します [ご利用開始にあたって] ボタンが表示された
ら、そのボタンを選択して、[ポリシーの作成] を選択します。

3.

[独自のポリシーを作成] の横で、[選択] を選択します。

4.

[ポリシー名] に、後で参照しやすい任意の値を入力します。オプションとして、[説明] に説明のテキ
ストを入力します。

5.

[ポリシードキュメント] に、以下の形式のポリシーステートメントを入力してから、[ポリシーの作成]
を選択します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement" : [
{
"Effect" : "Allow",
"Action" : [
"action-statement"
],
"Resource" : [
"resource-statement"
]
},
{
"Effect" : "Allow",
"Action" : [
"action-statement"
],
"Resource" : [
"resource-statement"
]
}
]

このステートメントで、必要に応じて action-statement と resource-statement を置き換え
ます。また、IAM ユーザーに管理を許可する API Gateway エンティティ、IAM ユーザーが呼び出せる
API メソッド、または両方を指定するための他のステートメントを追加します。デフォルトでは、対
応する明示的な Allow ステートメントがない限り、IAM ユーザーにアクセス許可はありません。
6.

ユーザーのポリシーを有効にするには、[ユーザー] を選択します。
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7.

ポリシーをアタッチする IAM ユーザーを選択します。

以上で、IAM ポリシーを作成しました。ポリシーを有効にするには、IAM ユーザー、ユーザーが属する
IAM グループ、またはユーザーが引き受ける IAM ロールにアタッチする必要があります。

IAM ポリシーを IAM ユーザーにアタッチするには
1.

選択したユーザーについて、[Permissions (アクセス許可)] タブ、[ポリシーのアタッチ] の順に選択し
ます。

2.

[権限の付与] で、[既存のポリシーを直接アタッチします] を選択します。

3.

表示されたリストから、先ほど作成したポリシードキュメントを選択し、[次へ: レビュー] を選択しま
す。

4.

[アクセス権限の概要] で、[アクセス権限の追加] を選択します。

別の方法として、ユーザーを IAM グループに追加して (まだグループのメンバーになっていない場合)、そ
のグループにポリシードキュメントをアタッチできます。アタッチしたポリシーはグループのすべてのメ
ンバーに適用されます。IAM ユーザーのグループに関するポリシー設定は、必要に応じて管理および更新
できます。以下では、ポリシーを IAM グループにアタッチする方法について説明します。グループは作成
済みで、このグループにユーザーを追加済みであると仮定します。

IAM ポリシードキュメントを IAM グループにアタッチするには
1.
2.

メインのナビゲーションペインで、[グループ] を選択します。
選択したグループの下で、[Permissions (アクセス許可)] タブを選択します。

3.
4.

[Attach policy] を選択します。
前に作成したポリシードキュメントを選択して、[ポリシーのアタッチ] を選択します。

API Gateway がユーザーに代わって AWS の他のサービスを呼び出すには、Amazon API Gateway タイプ
の IAM ロールを作成します。

Amazon API Gateway タイプのロールを作成するには
1.
2.

メインのナビゲーションペインで、[ロール] を選択します。
[Create New Role] を選択します。

3.
4.

[ロール名] にロールの名前を入力し、[次のステップ] を選択します。
[AWS Service Roles] (AWS のサービスロール) の [Select Role Type] (ロールタイプの選択) で、
[Amazon API Gateway] の横にある [Select] (選択) を選択します。
API Gateway で CloudWatch にメトリクスを記録する場合は、[ポリシーのアタッチ] で、使用可能な
IAM 管理対象アクセス許可ポリシー ([AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLog] など) を選択し、
[次のステップ] を選択します。
[信頼されたエンティティ] で、[apigateway.amazonaws.com] がエントリとして表示されていることを
確認し、[ロールの作成] を選択します。

5.
6.
7.
8.

新しく作成したロールで、[Permissions (アクセス許可)] タブ、[ポリシーのアタッチ] の順に選択しま
す。
前に作成したカスタムの IAM ポリシードキュメントを選択し、[ポリシーのアタッチ] を選択します。

API Gateway でプライベート API 用の VPC エンドポイントポリ
シーを使用する
インターフェイス VPC エンドポイントを使用するように API Gateway を設定してプライベート API のセ
キュリティを向上させることができます。インターフェイスエンドポイントは、プライベート IP アドレス
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を経由して AWS PrivateLink サービスにプライベートにアクセスできるテクノロジーである AWS により
強化されています。VPC エンドポイントの作成の詳細については、「インターフェイスエンドポイントの
作成」を参照してください。
VPC エンドポイントポリシー は、インターフェイス VPC エンドポイントにアタッチできる IAM リソース
ポリシーで、エンドポイントへのアクセスを制御するためのものです。詳細については、「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。エンドポイントポリシーを使用し
て、内部ネットワークからプライベート API にアクセスするトラフィックを制限できます。VPC エンドポ
イントを経由してアクセスできる特定のプライベート API へのアクセスを許可または拒否するように選択
できます。
VPC エンドポイントポリシーは、API Gateway リソースポリシーと一緒に使用できます。リソースポリ
シーは、API にアクセスできるプリンシパルを指定するために使用されます。エンドポイントポリシー
は、VPC エンドポイント経由で呼び出せるプライベート API を指定します。リソースポリシーの詳細につ
いては、「the section called “API Gateway リソースポリシーの使用” (p. 226)」を参照してください。

VPC エンドポイントのポリシーの例
Amazon API Gateway 用の Amazon Virtual Private Cloud クラウドエンドポイントのポリシーを作成でき
ます。ポリシーでは、以下を指定できます。
• 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。
• 自身に対してアクションを実行できたリソース。
VPC エンドポイントにポリシーをアタッチするには 、VPC コンソールを使用する必要があります。詳細
については、「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。

例 1: 2 つの API へのアクセスを許可する VPC エンドポイントポリシー
次のポリシー例では、ポリシーが関連付けられている VPC エンドポイントを経由して 2 つの特定の API
へのアクセスを許可しています。
{

}

"Statement": [
{
"Principal": "*",
"Action": [
"execute-api:Invoke"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:execute-api:us-east-1:123412341234:a1b2c3d4e5/*",
"arn:aws:execute-api:us-east-1:123412341234:aaaaa11111/*"
]
}
]

例 2: GET メソッドへのアクセスを許可する VPC エンドポイントポリシー
次のポリシー例では、ポリシーが関連付けられている VPC エンドポイントを経由して特定の API のGET
メソッドへのアクセスを許可しています。
{

"Statement": [
{
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}

]

}

"Principal": "*",
"Action": [
"execute-api:Invoke"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:execute-api:us-east-1:123412341234:a1b2c3d4e5/stageName/GET/*"
]

例 3: 特定の API への特定のユーザーアクセスを許可する VPC エンドポイントポ
リシー
次のポリシー例では、ポリシーが関連付けられている VPC エンドポイントを経由して特定の API への特
定のユーザーアクセスを許可しています。
{

}

"Statement": [
{
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::123412341234:user/MyUser"
]
},
"Action": [
"execute-api:Invoke"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:execute-api:us-east-1:123412341234:a1b2c3d4e5/*"
]
}
]

API Gateway でタグを使用して REST API へのアクセスをコン
トロールする
REST API に対する許可は、IAM ポリシーの属性ベースのアクセスコントロールを使用して微調整できま
す。
詳細については、「the section called “属性ベースのアクセスコントロール” (p. 836)」を参照してくださ
い。

API Gateway Lambda オーソライザーを使用する
Lambda オーソライザー (以前のカスタムオーソライザー) は、Lambda 関数を使用して API へのアクセス
を制御する API Gateway の機能です。
Lambda オーソライザーは、OAuth や SAML などのベアラートークン認可戦略を使用する、または発信者
ID を判断するためにリクエストパラメータを使用するカスタム認証スキームを実装する場合に便利です。
クライアントが API のメソッドの 1 つにリクエストを送信すると、API Gateway は Lambda オーソライ
ザーを呼び出します。これは発信者 ID を入力として受け取り、IAM ポリシーを出力として返します。
Lambda オーソライザーには 2 種類あります。
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• トークンベース の Lambda オーソライザー (TOKEN オーソライザーとも呼ばれる) は、JSON ウェブ
トークン (JWT) や OAuth トークンなどのベアラートークンで発信者 ID を受け取ります。サンプルアプ
リケーションについては、GitHub の「Open Banking Brazil - Authorization Samples」を参照してくださ
い。
• リクエストパラメータベースの Lambda オーソライザー (REQUEST オーソライザーとも呼ばれます)
は、ヘッダー、クエリ文字列パラメータ、stageVariables (p. 376)、および $context (p. 365)
変数の組み合わせで発信者 ID を受け取ります。
WebSocket API では、リクエストパラメータベースのオーソライザーのみがサポートされています。
API を作成したものとは別の AWS アカウントから AWS Lambda 関数を使用することが可能です。詳細に
ついては、「the section called “クロスアカウントの Lambda オーソライザーを設定する” (p. 266)」を参
照してください。
サンプルの Lambda 関数については、GitHub の「aws-apigateway-lambda-authorizer-blueprints」を参照
してください。
トピック
• Lambda オーソライザーの認証の流れ (p. 252)
• API Gateway Lambda オーソライザーを作成するステップ (p. 253)
• Lambda コンソールで API Gateway Lambda オーソライザー関数を作成する (p. 253)
• API Gateway コンソールを使用した Lambda オーソライザーの設定 (p. 258)
• Amazon API Gateway Lambda オーソライザーへの入力 (p. 260)
• Amazon API Gateway Lambda オーソライザーからの出力 (p. 262)
• API Gateway Lambda オーソライザーで API を呼び出す (p. 264)
• クロスアカウントの Lambda オーソライザーを設定する (p. 266)

Lambda オーソライザーの認証の流れ
次の図は、Lambda オーソライザーの認証の流れを示しています。
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API Gateway Lambda 認証ワークフロー
1.

クライアントは、API Gateway API メソッドでメソッドを呼び出し、ベアラートークンを渡したり、
パラメータを要求したりします。

2.

API Gateway は、メソッドに対して Lambda オーソライザーが設定されているかどうかを確認しま
す。存在する場合、API Gateway は Lambda 関数を呼び出します。

3.

Lambda 関数は、次のような方法で発信者を認証します。
• OAuth アクセストークンを取得するために OAuth プロバイダーを呼び出します。
• SAML アサーションを取得するために SAML プロバイダーを呼び出します。
• リクエストパラメータ値に基づいて IAM ポリシーを生成します。
• データベースで認証情報を取得します。

4.

呼び出しが成功すると、Lambda 関数は少なくとも IAM ポリシーとプリンシパル ID を含む出力オブ
ジェクトを返すことによってアクセスを許可します。

5.

API Gateway はポリシーを評価します。
• アクセスが拒否された場合、API Gateway は 403 ACCESS_DENIED などの適切な HTTP ステータ
スコードを返します。
• アクセスが許可されている場合、API Gateway はメソッドを実行します。オーソライザー設定で
キャッシュが有効になっている場合、API Gateway はポリシーをキャッシュするため、Lambda
オーソライザー関数を再度呼び出す必要はありません。

API Gateway Lambda オーソライザーを作成するステップ
Lambda オーソライザーを作成するには、以下のタスクを実行する必要があります。
1.

「the section called “Lambda コンソールで Lambda オーソライザー関数を作成する” (p. 253)」の説
明に従って、Lambda コンソールで Lambda オーソライザー関数を作成します。設計図の例の 1 つを
出発点として使用し、必要に応じて入力 (p. 260)と出力 (p. 262)をカスタマイズできます。

2.

「the section called “コンソールを使用して Lambda オーソライザーを設定する” (p. 258)」で説明さ
れているように、Lambda 関数を API Gateway オーソライザーとして設定し、それを必要とする API
メソッドを設定します。あるいは、クロスアカウント Lambda オーソライザーが必要な場合は、「the
section called “クロスアカウントの Lambda オーソライザーを設定する” (p. 266)」を参照してくだ
さい。

Note
AWS CLI、または AWS SDK を使用してオーソライザーを設定することもできます。
3.

「the section called “Lambda オーソライザーで API を呼び出す” (p. 264)」の説明に従っ
て、Postman を使用してオーソライザーをテストします。

Lambda コンソールで API Gateway Lambda オーソライザー関数を作成する
Lambda オーソライザーを作成する前に、ロジックを実装する Lambda 関数を作成して認証する必要があ
ります。また、必要に応じて発信者を認証します。Lambda コンソールには Python の設計図が用意されて
います。[(設計図を使用する] を選択して [api-gateway-authorizer-python] 設計図を選択すると使用できま
す。それ以外の場合は、awslabs GitHub リポジトリの設計図の 1 つを開始点として使用します。
このセクションの他のサービスを呼び出さない Lambda オーソライザー関数の例では、組み込みの
AWSLambdaBasicExecutionRole を使用できます。独自の API Gateway Lambda オーソライザーの
Lambda 関数を作成する際に、この関数から他の AWS のサービスを呼び出す場合は、Lambda 関数に
IAM 実行ロールを割り当てるよう求められます。ロールを作成するには、「AWS Lambda 実行ロール」の
手順に従ってください。
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その他のサンプルの Lambda 関数については、GitHub の「aws-apigateway-lambda-authorizerblueprints」を参照してください。サンプルアプリケーションについては、GitHub の「Open Banking
Brazil - Authorization Samples」を参照してください。

例: トークンベースの Lambda オーソライザー関数を作成する
トークンベースの Lambda オーソライザー関数を作成するには、Lambda コンソールに次の Node.js コー
ドを入力し、API Gateway コンソールで次のようにテストします。
1.
2.

Lambda コンソールで、[Create function (関数の作成)] をクリックします。
[一から作成] を選択します。

3.

関数の名前を入力します。

4.

[関数の作成] を選択します。

5.

以下のコードをコピーしてコードエディタに貼り付けます。
// A simple token-based authorizer example to demonstrate how to use an authorization
token
// to allow or deny a request. In this example, the caller named 'user' is allowed to
invoke
// a request if the client-supplied token value is 'allow'. The caller is not allowed
to invoke
// the request if the token value is 'deny'. If the token value is 'unauthorized' or an
empty
// string, the authorizer function returns an HTTP 401 status code. For any other token
value,
// the authorizer returns an HTTP 500 status code.
// Note that token values are case-sensitive.
exports.handler = function(event, context, callback) {
var token = event.authorizationToken;
switch (token) {
case 'allow':
callback(null, generatePolicy('user', 'Allow', event.methodArn));
break;
case 'deny':
callback(null, generatePolicy('user', 'Deny', event.methodArn));
break;
case 'unauthorized':
callback("Unauthorized");
// Return a 401 Unauthorized response
break;
default:
callback("Error: Invalid token"); // Return a 500 Invalid token response
}
};
// Help function to generate an IAM policy
var generatePolicy = function(principalId, effect, resource) {
var authResponse = {};
authResponse.principalId = principalId;
if (effect && resource) {
var policyDocument = {};
policyDocument.Version = '2012-10-17';
policyDocument.Statement = [];
var statementOne = {};
statementOne.Action = 'execute-api:Invoke';
statementOne.Effect = effect;
statementOne.Resource = resource;
policyDocument.Statement[0] = statementOne;
authResponse.policyDocument = policyDocument;
}
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}

// Optional output with custom properties of the String, Number or Boolean type.
authResponse.context = {
"stringKey": "stringval",
"numberKey": 123,
"booleanKey": true
};
return authResponse;

6.

[デプロイ] を選択します。

7.

まだ作成していない場合、API Gateway コンソールで簡単な API (p. 36) を作成します。

8.

API リストから API を選択します。

9.

[Authorizers (オーソライザー)] を選択します。

10. [新しいオーソライザーの作成] を選択します。
11. オーソライザーの名前を入力します。
12. [タイプ] で [Lambda] を選択します。
13. [Lambda 関数] で、Lambda オーソライザー関数を作成したリージョンを選択し、ドロップダウンリ
ストで関数名を選択します。
14. [Lambda 呼び出しロール] は空白のままにします。
15. [Lambda イベントペイロード] の場合は、[トークン] を選択します。
16. [Token Source (トークンのソース)] に「authorizationToken」と入力します。
17. [Create (作成)] を選択し、[Grant & Create (付与 & 作成)] を選択します。
18. [Test (テスト)] を選択します。
19. authorizationToken の値として「allow」と入力します。
20. [Test (テスト)] を選択します。
この例では、API がメソッドリクエストを受信すると、API Gateway は event.authorizationToken
属性でこの Lambda オーソライザー関数にソーストークンを渡します。Lambda オーソライザー関数は
トークンを読み取り、次のように動作します。
• トークン値が 'allow' の場合、オーソライザー関数は 200 OK HTTP レスポンスと次のような IAM ポ
リシーを返し、メソッドリクエストは成功します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": "execute-api:Invoke",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:execute-api:us-east-1:123456789012:ivdtdhp7b5/ESTestInvokestage/GET/"
}
]
}

• トークン値が 'deny' の場合、オーソライザー関数は 403 Forbidden HTTP レスポンスと次のような
Deny IAM ポリシーを返し、メソッドリクエストは失敗します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": "execute-api:Invoke",
"Effect": "Deny",
"Resource": "arn:aws:execute-api:us-east-1:123456789012:ivdtdhp7b5/ESTestInvokestage/GET/"
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}

]

}

• トークン値が 'unauthorized' または空の文字列の場合、オーソライザー関数は 401
Unauthorized HTTP レスポンスを返し、メソッド呼び出しは失敗します。
• それ以外のトークンの場合、クライアントは 500 Invalid token レスポンスを受け取り、メソッド
呼び出しは失敗します。

Note
本番稼働コードでは、権限を付与する前にユーザーの認証が必要になる場合があります。そ
の場合は、そのプロバイダーのドキュメントの指示に従って認証プロバイダーを呼び出すこと
で、Lambda 関数に認証ロジックを追加できます。
Lambda オーソライザー関数は、IAM ポリシーだけでなく、発信者のプリンシパル ID を返す必要がありま
す。オプションで、context オブジェクトを返すこともできます。これには、統合バックエンドに渡すこ
とができる追加情報が含まれます。詳細については、「Amazon API Gateway Lambda オーソライザーか
らの出力 (p. 262)」を参照してください。

例: リクエストベースの Lambda オーソライザー関数を作成する
リクエストベースの Lambda オーソライザー関数を作成するには、Lambda コンソールに次の Node.js
コードを入力し、API Gateway コンソールで次のようにテストします。
1.

Lambda コンソールで、[Create function (関数の作成)] をクリックします。

2.

[一から作成] を選択します。

3.

関数の名前を入力します。

4.

[関数の作成] を選択します。

5.

以下のコードをコピーしてコードエディタに貼り付けます。
exports.handler = function(event, context, callback) {
console.log('Received event:', JSON.stringify(event, null, 2));
//
//
//
//
//
//

A simple request-based authorizer example to demonstrate how to use request
parameters to allow or deny a request. In this example, a request is
authorized if the client-supplied headerauth1 header, QueryString1
query parameter, and stage variable of StageVar1 all match
specified values of 'headerValue1', 'queryValue1', and 'stageValue1',
respectively.

// Retrieve request parameters from the Lambda function input:
var headers = event.headers;
var queryStringParameters = event.queryStringParameters;
var pathParameters = event.pathParameters;
var stageVariables = event.stageVariables;
// Parse the input for the parameter values
var tmp = event.methodArn.split(':');
var apiGatewayArnTmp = tmp[5].split('/');
var awsAccountId = tmp[4];
var region = tmp[3];
var restApiId = apiGatewayArnTmp[0];
var stage = apiGatewayArnTmp[1];
var method = apiGatewayArnTmp[2];
var resource = '/'; // root resource
if (apiGatewayArnTmp[3]) {
resource += apiGatewayArnTmp[3];
}
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// Perform authorization to return the Allow policy for correct parameters and
// the 'Unauthorized' error, otherwise.
var authResponse = {};
var condition = {};
condition.IpAddress = {};

}

if (headers.headerauth1 === "headerValue1"
&& queryStringParameters.QueryString1 === "queryValue1"
&& stageVariables.StageVar1 === "stageValue1") {
callback(null, generateAllow('me', event.methodArn));
} else {
callback("Unauthorized");
}

// Help function to generate an IAM policy
var generatePolicy = function(principalId, effect, resource) {
// Required output:
var authResponse = {};
authResponse.principalId = principalId;
if (effect && resource) {
var policyDocument = {};
policyDocument.Version = '2012-10-17'; // default version
policyDocument.Statement = [];
var statementOne = {};
statementOne.Action = 'execute-api:Invoke'; // default action
statementOne.Effect = effect;
statementOne.Resource = resource;
policyDocument.Statement[0] = statementOne;
authResponse.policyDocument = policyDocument;
}
// Optional output with custom properties of the String, Number or Boolean type.
authResponse.context = {
"stringKey": "stringval",
"numberKey": 123,
"booleanKey": true
};
return authResponse;
}
var generateAllow = function(principalId, resource) {
return generatePolicy(principalId, 'Allow', resource);
}
var generateDeny = function(principalId, resource) {
return generatePolicy(principalId, 'Deny', resource);
}

6.

[デプロイ] を選択します。

7.

まだ作成していない場合、API Gateway コンソールで簡単な API (p. 36) を作成します。

8.

API リストから API を選択します。

9.

[Authorizers (オーソライザー)] を選択します。

10. [新しいオーソライザーの作成] を選択します。
11. オーソライザーの名前を入力します。
12. [タイプ] で [Lambda] を選択します。
13. [Lambda 関数] で、Lambda オーソライザー関数を作成したリージョンを選択し、ドロップダウンリ
ストで関数名を選択します。
14. [Lambda 呼び出しロール] は空白のままにします。
15. [Lambda イベントペイロード] の場合は、[リクエスト] を選択します。
16. [ID ソース] の下に、headerauth1 という [ヘッダー]、QueryString1 という [クエリ文字列]、およ
び StageVar1 という [ステージ変数] を追加します。
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17. [Create (作成)] を選択し、[Grant & Create (付与 & 作成)] を選択します。
18. [Test (テスト)] を選択します。
19. [headerauth1] に、headerValue1 と入力します。[QueryString1] に、queryValue1 と入力します。
[StageVar1] に、stageValue1 と入力します。
20. [Test (テスト)] を選択します。
この例では、Lambda オーソライザー関数は入力パラメータをチェックして次のように動作します。
• 必要なすべてのパラメータ値が予想値と一致する場合、オーソライザー関数は 200 OK HTTP レスポン
スと次のような IAM ポリシーを返し、メソッドリクエストは成功します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": "execute-api:Invoke",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:execute-api:us-east-1:123456789012:ivdtdhp7b5/ESTestInvokestage/GET/"
}
]
}

• そうでない場合、オーソライザー関数は 401 Unauthorized HTTP レスポンスを返し、メソッド呼び
出しは失敗します。

Note
本番稼働コードでは、権限を付与する前にユーザーの認証が必要になる場合があります。そ
の場合は、そのプロバイダーのドキュメントの指示に従って認証プロバイダーを呼び出すこと
で、Lambda 関数に認証ロジックを追加できます。
Lambda オーソライザー関数は、IAM ポリシーだけでなく、発信者のプリンシパル ID を返す必要がありま
す。オプションで、context オブジェクトを返すこともできます。これには、統合バックエンドに渡すこ
とができる追加情報が含まれます。詳細については、「Amazon API Gateway Lambda オーソライザーか
らの出力 (p. 262)」を参照してください。

API Gateway コンソールを使用した Lambda オーソライザーの設定
Lambda 関数を作成してそれが機能することを確認したら、API Gateway コンソールで以下のステップを
使用して、API Gateway Lambda オーソライザー (以前のカスタムオーソライザー) を設定できます。

API Gateway コンソールを使用して Lambda 認証を設定するには
1.

[API Gateway コンソール] にサインインします。

2.

新しい API を作成するか、既存の API を選択して、API の [オーソライザー] を選択します。

3.

[新しいオーソライザーの作成] を選択します。

4.

[オーソライザーの作成] の [名前] 入力フィールドに、オーソライザー名を入力します。

5.

[タイプ] で、[Lambda] オプションを選択します。

6.

[Lambda 関数] でリージョンを選択後、アカウントで利用可能な Lambda オーソライザー関数を選択
します。

7.

[Lambda 呼び出しロール] を空白のままにすると、API Gateway コンソールでリソースベースのポ
リシーが設定されます。ポリシーは、API Gateway に認可の Lambda 関数を呼び出すアクセス許可
を付与します。IAM ロールの名前を入力して、API Gateway でオーソライザーの Lambda 関数を呼
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び出せるようにします。このようなロールの例については、「引き受け可能な IAM ロールを作成す
る (p. 87)」を参照してください。
API Gateway コンソールでリソースベースのポリシーを設定するように選択した場合は、[Lambda 関
数にアクセス許可を追加する] ダイアログが表示されます。[OK] を選択します。Lambda オーソライ
ザーが作成されたら、適切な認証トークン値を使用して検証し、正常に機能することを確認します。
8.

[Lambda Event Payload] (Lambda イベントペイロード) には、TOKEN オーソライザーの [Token] (トー
クン)、または REQUEST オーソライザーの [Request] (リクエスト) を選択します。(これは、「タイ
プ」プロパティを TOKEN または REQUEST に設定するのと同じです。)

9.

前のステップの選択内容に応じて、次のいずれかを実行します。
a.

[トークン] オプションで、以下の操作を行います。
• [トークンソース] にヘッダーの名前を入力します。認証トークンを Lambda オーソライザーに
送信するには、この名前のヘッダーが API クライアントに含まれている必要があります。
• 必要に応じて、Token Validation 入力フィールドに RegEx ステートメントを入力しま
す。API Gateway は、この式に対して、入力トークンの初期検証を実行し、認証が成功すると
オーソライザーを呼び出します。これにより、無効なトークンの処理費用を減少できます。
• オーソライザーによって生成された認可ポリシーのキャッシュの実行有無によって、[認証の
キャッシュ] で、[有効] オプションを選択またはクリアします。ポリシーのキャッシュが有効の
場合、[TTL] 値を変更できます。[TTL] を 0 に設定すると、ポリシーのキャッシュは無効になり
ます。ポリシーのキャッシュが有効の場合、[トークンのソース] で指定されているヘッダー名
はキャッシュキーになります。

Note
デフォルトの [TTL] 値は 300 秒です。最大値は 3600 秒で、この制限値を増やすこと
はできません。
b.

[リクエスト] オプションで、以下の操作を行います。
• [ID ソース] に、選択したパラメータタイプのリクエストパラメータ名を入力します。サポー
トされているパラメータタイプは、Header、Query String、Stage Variable、および
Context です。ID ソースを追加するには、[ID ソースの追加] を選択します。
API Gateway では、リクエストオーソライザーのキャッシングキーとして、指定された ID
ソースを使用します。キャッシュが有効の場合、API Gateway は、指定されているすべての
ID ソースがランタイムに存在していることを確認できた場合のみ、Lambda 関数を呼び出し
ます。指定された ID ソースが欠落しているか、null、または空の場合、API Gateway は、401
Unauthorized レスポンスを返します。オーソライザーの Lambda 関数を呼び出すことはあ
りません。
複数の ID ソースが定義されている場合、それらはすべて、オーソライザーのキャッシュキーを
取得するために使用されます。キャッシュキー部分のいずれかを変更すると、オーソライザー
は、キャッシュされたポリシードキュメントを破棄し、新しいドキュメントを作成します。
• オーソライザーによって生成された認可ポリシーのキャッシュの実行有無によって、[認証の
キャッシュ] で、[有効] オプションを選択または選択解除します。ポリシーのキャッシュが有効
の場合、デフォルト値 (300) から [TTL] 値を変更できます。TTL=0 に設定すると、ポリシーの
キャッシュは無効になります。
キャッシングが無効の場合は、ID ソースを指定する必要はありません。

Note
キャッシングを有効にするには、認証は API 全体のすべてのメソッドに適用されるポリシー
を返す必要があります。メソッド固有のポリシーを強制するには、TTL 値をゼロに設定して
API に対するポリシーのキャッシングを無効にすることができます。
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10. [作成] を選択して、選択した API の新しい Lambda オーソライザーを作成します。
11. API のオーソライザーが作成されたら、メソッドで構成する前に、必要に応じてオーソライザーをテ
ストすることができます。
[TOKEN] オーソライザーの [ID トークン] 入力フィールドに有効なトークンを入力し、[テスト] を選
択します。トークンは、オーソライザーの [トークンソースの識別] 設定で指定したヘッダーとし
て、Lambda 関数に渡されます。
[REQUEST] オーソライザーで、指定された ID ソースに対応する有効なリクエストパラメータを入力
し、[テスト] を選択します。
API Gateway コンソールの使用に加えて、AWS CLI、または API Gateway 用の AWS SDK を使用し
てオーソライザーの呼び出しをテストすることもできます。AWS CLI を使用してテストする方法につ
いては、「オーソライザーのテスト呼び出し」を参照してください。

Note
オーソライザーのテスト呼び出しを実行するメソッドのテスト呼び出しは、独立したプロセ
スです。
API Gateway コンソールを使用したメソッドのテスト呼び出しを行うには、「コンソールを
使用した REST API メソッドのテスト (p. 416)」を参照してください。AWS CLI を使用し
てメソッドのテスト呼び出しを行う方法については、「メソッドのテスト呼び出し」を参照
してください。
メソッドおよび設定済みのオーソライザーのテスト呼び出しを行うには、API をデプロイし
た後、cURL または Postman を使用してメソッドを呼び出し、必要なトークンまたはリクエ
ストパラメータを指定します。
次の手順では、API メソッドで Lambda オーソライザーを使用するように設定する方法を示します。

API メソッドを設定して Lambda オーソライザーを使用するには
1.

API に戻ります。新しいメソッドを作成するか、既存のメソッドを選択します。必要に応じて、新し
いリソースを作成します。

2.

[メソッドの実行] で、[メソッドリクエスト] リンクを選択します。

3.

[設定] で [認証] ドロップダウンリストを展開し、先ほど作成した Lambda オーソライザー (例:
[myTestApiAuthorizer]) を選択してから、チェックマークアイコンを選択して選択内容を保存します。

4.

オプションとして、認証トークンもバックエンドに渡す場合は、[メソッドリクエスト] ページで [ヘッ
ダーの追加] を選択します。[名前] に、API の Lambda オーソライザーを作成した際に指定した [トー
クンのソース] の名前に一致するカスタムヘッダー名を入力します。続いて、チェックマークアイコン
を選択して、設定を保存します。このステップは [REQUEST] オーソライザーには適用されません。

5.

[API のデプロイ] を選択して、API をステージにデプロイします。[呼び出し URL] の値をメモしてお
きます。この値は、API を呼び出すときに必要になります。ステージ変数を使用した REQUEST オー
ソライザーの場合は、必要なステージ変数を定義して、[ステージエディター] で値を指定する必要が
あります。

Amazon API Gateway Lambda オーソライザーへの入力
TOKEN タイプの Lambda オーソライザー (以前のカスタムオーソライザー) の場合は、API のオーソライ
ザーを設定する際、[トークンのソース] としてカスタムヘッダーを指定する必要があります。API クライ
アントは、受信リクエストでそのヘッダーに必要な認証トークンを渡す必要があります。API Gateway
は、受信メソッドリクエストを受け取った時点で、カスタムヘッダーからトークンを抽出します。その
後、authorizationToken プロパティとしてメソッド ARN を渡すだけでなく、Lambda 関数の event
オブジェクトの methodArn プロパティとしてトークンを渡します。
{
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"type":"TOKEN",
"authorizationToken":"{caller-supplied-token}",
"methodArn":"arn:aws:execute-api:{regionId}:{accountId}:{apiId}/{stage}/{httpVerb}/
[{resource}/[{child-resources}]]"
}

この例では、type プロパティは、オーソライザーのタイプ (TOKEN オーソライザー) を指定しま
す。{caller-supplied-token} は、クライアントリクエストの認証ヘッダーの値です。methodArn
は、受信するメソッドリクエストの ARN であり、Lambda オーソライザーの設定に従って API Gateway
により自動入力されます。
前のセクションで示した例の TOKEN オーソライザーの Lambda 関数の場合、{caller-suppliedtoken} 文字列は、allow、deny、unauthorized、またはその他の文字列値です。空の文字
列値は unauthorized と同じです。以下に示すのは、あらゆるステージ (*) で AWS アカウント
(123456789012) の API (ymy8tbxw7b) の GET メソッドで Allow ポリシーを取得するための入力例で
す。
{

}

"type":"TOKEN",
"authorizationToken":"allow",
"methodArn":"arn:aws:execute-api:us-west-2:123456789012:ymy8tbxw7b/*/GET/"

REQUEST タイプの Lambda オーソライザーの場合、API Gateway は、event オブジェクトの一部とし
て、オーソライザーの Lambda 関数にリクエストパラメータを渡します。このリクエストパラメータに
は、ヘッダー、パスパラメータ、クエリ文字列パラメータ、ステージ変数、一部のリクエストコンテキス
ト変数などがあります。API 発信者は、パスパラメータ、ヘッダー、クエリ文字列パラメータを設定でき
ます。API デベロッパーは API デプロイ時にステージ変数を設定する必要があります。API Gateway ラン
タイムに、このリクエストコンテキストが指定されます。

Note
パスパラメータは、リクエストパラメータとして Lambda オーソライザー関数に渡すことができ
ますが、ID ソースとして使用することはできません。
次の例では、API メソッド (REQUEST) をプロキシ統合に設定する GET /request オーソライザーへの入
力を表します。
{

"type": "REQUEST",
"methodArn": "arn:aws:execute-api:us-east-1:123456789012:abcdef123/test/GET/request",
"resource": "/request",
"path": "/request",
"httpMethod": "GET",
"headers": {
"X-AMZ-Date": "20170718T062915Z",
"Accept": "*/*",
"HeaderAuth1": "headerValue1",
"CloudFront-Viewer-Country": "US",
"CloudFront-Forwarded-Proto": "https",
"CloudFront-Is-Tablet-Viewer": "false",
"CloudFront-Is-Mobile-Viewer": "false",
"User-Agent": "..."
},
"queryStringParameters": {
"QueryString1": "queryValue1"
},
"pathParameters": {},
"stageVariables": {
"StageVar1": "stageValue1"
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}

},
"requestContext": {
"path": "/request",
"accountId": "123456789012",
"resourceId": "05c7jb",
"stage": "test",
"requestId": "...",
"identity": {
"apiKey": "...",
"sourceIp": "...",
"clientCert": {
"clientCertPem": "CERT_CONTENT",
"subjectDN": "www.example.com",
"issuerDN": "Example issuer",
"serialNumber": "a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1",
"validity": {
"notBefore": "May 28 12:30:02 2019 GMT",
"notAfter": "Aug 5 09:36:04 2021 GMT"
}
}
},
"resourcePath": "/request",
"httpMethod": "GET",
"apiId": "abcdef123"
}

requestContext はキーと値のペアのマップであり、$context (p. 365) 変数に対応します。その結果
は API に依存します。API Gateway は、マップに新しいキーを追加することがあります。Lambda プロ
キシ統合での Lambda 関数の入力の詳細については、「プロキシ統合のための Lambda 関数の入力形
式 (p. 292)」を参照してください。

Amazon API Gateway Lambda オーソライザーからの出力
Lambda オーソライザー関数の出力はディクショナリのようなオブジェクトです。プリンシパル ID
(principalId) と、ポリシーステートメントのリストを含むポリシードキュメント (policyDocument)
を含む必要があります。出力には、キー/値ペアを含む context マップも含まることがあります。API が
使用量プランを使用する (apiKeySource が AUTHORIZER に設定されている) 場合、Lambda オーソライ
ザー関数は usageIdentifierKey プロパティ値として、使用量プランの API キーのいずれかを返す必要
があります。
この出力の例を以下に示します。
{

"principalId": "yyyyyyyy", // The principal user identification associated with the token
sent by the client.
"policyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": "execute-api:Invoke",
"Effect": "Allow|Deny",
"Resource": "arn:aws:execute-api:{regionId}:{accountId}:{apiId}/{stage}/{httpVerb}/
[{resource}/[{child-resources}]]"
}
]
},
"context": {
"stringKey": "value",
"numberKey": "1",
"booleanKey": "true"
},
"usageIdentifierKey": "{api-key}"
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ここで、ポリシーステートメントは、指定された API メソッド (Effect) を呼び出す (Action) ことを
API Gateway 実行サービスに許可するか拒否するか (Resource) を指定しています。ワイルドカード (*)
を使ってリソースタイプ (メソッド) を指定できます。API を呼び出す有効なポリシーの設定の詳細につい
ては、「API Gateway で API を実行するための IAM ポリシーのステートメントの参照 (p. 246)」を参照
してください。
権限付与対応のメソッド ARN (arn:aws:executeapi:{regionId}:{accountId}:{apiId}/{stage}/{httpVerb}/[{resource}/[{childresources}]] など) の場合、最大長は 1600 バイトです。パスパラメータの値 (そのサイズは実行時に決
定されます) によっては、ARN の長さが制限を超えることがあります。これが発生した場合、API クライ
アントは 414 Request URI too long レスポンスを受け取ります。
さらに、リソース ARN は、承認者によって出力されたポリシーステートメントに示されているように、
現在 512 文字に制限されています。このため、JWT トークンが長すぎる URI をリクエスト URI に使用し
ないでください。代わりに、JWT トークンはリクエストヘッダーで安全に渡すことができます。
principalId 値には、マッピングテンプレートで $context.authorizer.principalId 変数を使っ
てアクセスできます。これはバックエンドに値を渡す場合に便利です。詳細については、「データモデ
ル、オーソライザー、マッピングテンプレート、および CloudWatch アクセスログ記録用の $context 変
数 (p. 365)」を参照してください。
マッピングテンプレート内の stringKey マップの numberKey、booleanKey、
または "value" 値 (例: "1"、"true"、または context) には、それぞれ
$context.authorizer.stringKey、$context.authorizer.numberKey、または
$context.authorizer.booleanKey を呼び出すことによりアクセスできます。返される値は、すべて
が文字列化されます。context マップでキーの有効な値として JSON オブジェクトまたは配列を設定す
ることはできません。
オーソライザーからバックエンドに、キャッシュされた認証情報を返すには、context マップを使用しま
す。この際、統合リクエストのマッピングテンプレートを使用します。これにより、バックエンドのユー
ザーエクスペリエンスを強化するには、キャッシュされた認証情報を使用して、シークレットキーにアク
セスする必要性を抑え、リクエストごとに認証トークンを開きます。
Lambda プロキシ統合の場合、API Gateway は、Lambda オーソライザーの context オブジェクト
を、入力 event の一部としてバックエンドの Lambda 関数に直接渡します。context のキー/値ペア
は、Lambda 関数で $event.requestContext.authorizer.key を呼び出して取得できます。
{api-key} は、API ステージの使用量プランの API キーを表します。詳細については、「the section
called “使用量プラン” (p. 510)」を参照してください。
Lambda オーソライザー例からの出力例を次に示します。この出力例は、AWS アカウント
(123456789012) の API (ymy8tbxw7b) の dev ステージの GET メソッドに対する呼び出しをブロック
(Deny) するポリシーステートメントを示しています。
{

}

"principalId": "user",
"policyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": "execute-api:Invoke",
"Effect": "Deny",
"Resource": "arn:aws:execute-api:us-west-2:123456789012:ymy8tbxw7b/dev/GET/"
}
]
}
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API Gateway Lambda オーソライザーで API を呼び出す
Lambda オーソライザー (以前のカスタムオーソライザー) を設定し、API をデプロイしている場合
は、Lambda オーソライザーを有効にして API を検証する必要があります。そのためには、cURL または
Postman などの REST クライアントが必要です。以下の例では、Postman を使用します。

Note
オーソライザーが有効なメソッドを呼び出すとき、TOKEN オーソライザーに必要なトークンが
設定されていない、Null である、または指定された [トークン検証式] によって無効にされている
場合、API Gateway は CloudWatch への呼び出しを記録しません。同様に、REQUEST オーソラ
イザーに必要な ID ソースのいずれかが設定されていない、Null である、または空の場合、API
Gateway は CloudWatch への呼び出しを記録しません。
以下では、Postman を使用して Lambda TOKEN オーソライザーで API の呼び出しまたはテストを行う方
法を説明します。必要なパス、ヘッダー、またはクエリ文字列パラメータを明示的に指定している場合
は、このメソッドを Lambda REQUEST オーソライザーを使用した API の呼び出しに適用できます。

カスタムの TOKEN オーソライザーで API を呼び出すには
1.

[Postman] を開き、[GET] メソッドを選択して、API の [呼び出し URL] を、隣の URL フィールド内に
貼り付けます。
Lambda 認証トークンヘッダーを追加し、その値を allow に設定します。[Send (送信)] を選択しま
す。

レスポンスは、API Gateway Lambda オーソライザーが [200 OK] レスポンスを返し、メソッドに関連
付けられた HTTP エンドポイント (http://httpbin.org/get) にアクセスすることを適切に呼び出しに許可
していることを示しています。
2.

Postman で、Lambda 認証トークンヘッダー値を deny に変更します。[Send (送信)] を選択します。
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レスポンスは、API Gateway Lambda カスタム認証が [403 Forbidden] レスポンスを返し、HTTP エン
ドポイントにアクセスすることを呼び出しに許可しないことを示しています。
3.

Postman で、Lambda 認証トークンヘッダー値を unauthorized に変更し、[送信] を選択します。

レスポンスは、API Gateway が [401 Unauthorized] レスポンスを返し、HTTP エンドポイントにアク
セスすることを呼び出しに許可しないことを示しています。
4.

ここで、Lambda 認証トークンヘッダー値を fail に変更します。[Send (送信)] を選択します。
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レスポンスは、API Gateway が [500 Internal Server Error] レスポンスを返し、HTTP エンドポイント
にアクセスすることを呼び出しに許可しないことを示しています。

クロスアカウントの Lambda オーソライザーを設定する
AWS Lambda 関数は、API オーソライザー関数とは異なる AWS アカウントからも使用できるようになり
ました。各アカウントは、Amazon API Gateway を利用できるリージョンであればどのリージョンでもか
まいません。Lambda オーソライザー関数では、OAuth や SAML などのべアラートークン認証戦略を使用
できます。これにより、複数の API Gateway API 間で簡単に一元管理し、主要な Lambda オーソライザー
関数を共有できるようになります。
このセクションでは、Amazon API Gateway コンソールを使用してクロスアカウント Lambda オーソライ
ザー関数を設定する方法を示します。
これらの手順は、AWS アカウントに API Gateway API、別のアカウントに Lambda オーソライザー関数
が設定されていることを前提としています。

API Gateway コンソールを使用して クロスアカウント Lambda オーソライザーを設定する
最初のアカウント (API が設定されているアカウント) で Amazon API Gateway コンソールにサインイン
し、以下の操作を行います。
1.

API を指定し、[オーソライザー] を選択します。

2.

[新しいオーソライザーの作成] を選択します。

3.

[オーソライザーの作成] の [名前] 入力フィールドに、オーソライザー名を入力します。

4.

[タイプ] で、[Lambda] オプションを選択します。

5.

[Lambda 関数] で、2 番目のアカウントで作成した Lambda オーソライザー関数の完全な ARN をコ
ピーアンドペーストします。

Note
Lambda コンソールのコンソールウィンドウの右上隅で、関数の ARN を検索できます。
6.

[Lambda 呼び出しロール] を空白のままにすると、API Gateway コンソールでリソースベースのポ
リシーが設定されます。ポリシーは、API Gateway に認可の Lambda 関数を呼び出すアクセス許可
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を付与します。IAM ロールの名前を入力して、API Gateway でオーソライザーの Lambda 関数を呼
び出せるようにします。このようなロールの例については、「引き受け可能な IAM ロールを作成す
る (p. 87)」を参照してください。
API Gateway コンソールでリソースベースのポリシーを設定するように選択した場合は、[Lambda 関
数にアクセス許可を追加する] ダイアログが表示されます。[OK] を選択します。Lambda オーソライ
ザーが作成されたら、適切な認証トークン値を使用して検証し、正常に機能することを確認します。
7.

[Lambda Event Payload] (Lambda イベントペイロード) には、TOKEN オーソライザーの [Token] (トー
クン)、または REQUEST オーソライザーの [Request] (リクエスト) を選択します。

8.

前のステップの選択内容に応じて、次のいずれかを実行します。
a.

b.

[トークン] オプションで、以下の操作を行います。
i.

[トークンソース] にヘッダーの名前を入力します。認証トークンを Lambda オーソライザー
に送信するには、この名前のヘッダーが API クライアントに含まれている必要があります。

ii.

オプションで、[トークン検証] 入力フィールドに RegEx ステートメントを指定します。API
Gateway は、この式に対して、入力トークンの初期検証を実行し、認証が成功するとオーソ
ライザーを呼び出します。これにより、無効なトークンの処理費用を減少できます。

iii.

オーソライザーによって生成された認可ポリシーのキャッシュの実行有無によって、[認証の
キャッシュ] で、[有効] オプションを選択またはクリアします。ポリシーのキャッシュが有効
の場合、デフォルト値 (300) から [TTL] 値を変更できます。TTL=0 に設定すると、ポリシー
のキャッシュは無効になります。ポリシーのキャッシュが有効の場合、[トークンのソース]
で指定されているヘッダー名はキャッシュキーになります。

[リクエスト] オプションで、以下の操作を行います。
i.

[ID ソース] に、選択したパラメータタイプのリクエストパラメータ名を入力します。サポー
トされているパラメータタイプは、Header、Query String、Stage Variable、および
Context です。ID ソースを追加するには、[ID ソースの追加] を選択します。
API Gateway では、リクエストオーソライザーのキャッシングキーとして、指定された ID
ソースを使用します。キャッシュが有効の場合、API Gateway は、指定されているすべて
の ID ソースがランタイムに存在していることを確認できた場合のみ、Lambda 関数を呼び
出します。指定された ID ソースが欠落しているか、null、または空の場合、API Gateway
は、401 Unauthorized レスポンスを返します。オーソライザーの Lambda 関数を呼び出
すことはありません。
複数の ID ソースが定義されている場合、それらはすべて、オーソライザーのキャッシュキー
を取得するために使用されます。キャッシュキー部分のいずれかを変更すると、オーソライ
ザーは、キャッシュされたポリシードキュメントを破棄し、新しいドキュメントを作成しま
す。

ii.
9.

[認証のキャッシュ] の [有効] オプションは選択したままにします。[TTL] は、デフォルト値
(300) のままにしておきます。

[作成] を選択して、選択した API の新しい Lambda オーソライザーを作成します。

10. 「Lambda 関数への許可の追加: 別のアカウントからの Lambda 関数を選択しました」というポップ
アップが表示されます。この関数に適切な関数ポリシーがあることを確認してください。これは、ア
カウント 123456789012: (この後に aws lambda add-permission コマンド文字列が続きます) か
ら以下の AWS CLI コマンド実行して行うことができます。
後ほど使用するために、コマンドをコピーして保存しておきます。コマンドは、オーソライザーの作
成後に実行します。
11. [Create Anyway] (このまま作成する) をクリックします。
12. 前のステップでコピーした aws lambda add-permission コマンド文字列を、2 番目のアカウン
ト用に設定された AWS CLI ウィンドウに貼り付けます。AUTHORIZER_ID をユーザーのオーソライ
ザー ID に置き換えます。これにより、最初のアカウントから 2 番目のアカウントの Lambda オーソ
ライザー関数へのアクセスが許可されます。
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Amazon Cognito ユーザープールをオーソライザーとして使用し
て REST API へのアクセスを制御する
IAM ロールとポリシー (p. 243)または Lambda オーソライザー (p. 251) (以前のカスタムオーソライ
ザー) の代わりに、Amazon Cognito ユーザープールを使用して、Amazon API Gateway の API にアクセス
できるユーザーを制御します。
API で Amazon Cognito ユーザープールを使用するには、COGNITO_USER_POOLS タイプのオーソライ
ザーを作成してから、そのオーソライザーを使用する API メソッドを構成する必要があります。API がデ
プロイされた後、クライアントはまずユーザーをユーザープールに署名し、ユーザーの ID またはアクセス
トークンを取得してから、トークンの 1 つ (通常はリクエストの Authorization ヘッダーに設定されて
いる) で API メソッドを呼び出す必要があります。API 呼び出しは、必要なトークンが提供され、提供さ
れたトークンが有効な場合にのみ成功します。そうでない場合、クライアントは認証された認証情報を持
たないため呼び出しを許可されません。
ID トークンは、サインインされたユーザーの ID リクエストに基づいて API 呼び出しを承認するために使
用されます。アクセストークンは、指定されたアクセス保護されたリソースのカスタムスコープに基づい
て API 呼び出しを承認するために使用されます。詳細については、「ユーザープールのトークンの使用」
および「リソースサーバーおよびカスタムスコープの管理」を参照してください。
API 用の Amazon Cognito ユーザープールを作成および設定するには、次のタスクを実行します。
• Amazon Cognito コンソール、CLI/SDK、または API を使用して、ユーザープールを作成するか、別の
AWS アカウントが所有するものを使用します。
• API Gateway コンソール、CLI/SDK、または API を使用して、選択したユーザープールで API Gateway
オーソライザーを作成します。
• API Gateway コンソール、CLI/SDK、または API を使用して、選択した API メソッドでオーソライザー
を有効にします。
ユーザープールを有効にして API メソッドを呼び出すには、API クライアントで次のタスクを実行しま
す。
• Amazon Cognito CLI/SDK、または API を使用して、選択したユーザープールにユーザーをサインイン
し、ID トークンまたはアクセストークンを取得します。
• クライアント固有のフレームワークを使用して、デプロイされた API Gateway API を呼び出
し、Authorization ヘッダーに適切なトークンを指定します。
API 開発者は、クライアント開発者に、ユーザープール ID、クライアント ID、および場合によってはユー
ザープールの一部として定義されている関連クライアントのシークレットを提供する必要があります。

Note
ユーザーが Amazon Cognito の認証情報を使用してサインインし、IAM ロールのアクセス許可を
使用するための一時的な認証情報を取得するには、Amazon Cognito フェデレーテッドアイデン
ティティを使用します。API リソースエンドポイントの HTTP メソッドごとに、認証タイプ、カ
テゴリ Method Execution を AWS_IAM に設定します。
このセクションでは、ユーザープールの作成方法、API Gateway API をユーザープールと統合する方法、
ユーザープールと統合された API を呼び出す方法を説明します。
トピック
• REST API 用の Amazon Cognito ユーザープールオーソライザーを作成するためのアクセス許可を取得
する (p. 269)
• REST API 用の Amazon Cognito ユーザープールを作成する (p. 270)
• REST API と Amazon Cognito ユーザープールを統合する (p. 271)
• Amazon Cognito ユーザープールと統合された REST API を呼び出す (p. 275)
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• API Gateway コンソールを使用して REST API 用のクロスアカウントの Amazon Cognito オーソライ
ザーを設定する (p. 276)

REST API 用の Amazon Cognito ユーザープールオーソライザーを作成するため
のアクセス許可を取得する
Amazon Cognito のユーザープールを使用してオーソライザーを作成するには、選択した Amazon Cognito
ユーザープールでオーソライザーを作成または更新するための Allow アクセス許可が必要です。以下の
IAM ポリシードキュメントに示しているのは、そのようなアクセス許可の例です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"apigateway:POST"
],
"Resource": "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers",
"Condition": {
"ArnLike": {
"apigateway:CognitoUserPoolProviderArn": [
"arn:aws:cognito-idp:us-east-1:123456789012:userpool/useast-1_aD06NQmjO",
"arn:aws:cognito-idp:us-east-1:234567890123:userpool/useast-1_xJ1MQtPEN"
]
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"apigateway:PATCH"
],
"Resource": "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers/*",
"Condition": {
"ArnLike": {
"apigateway:CognitoUserPoolProviderArn": [
"arn:aws:cognito-idp:us-east-1:123456789012:userpool/useast-1_aD06NQmjO",
"arn:aws:cognito-idp:us-east-1:234567890123:userpool/useast-1_xJ1MQtPEN"
]
}
}
}
]
}

ポリシーが IAM ユーザー、属している IAM グループ、または割り当てられている IAM ロールにアタッチ
されていることを確認します。
上記のポリシードキュメントでは、apigateway:POST アクションは新しいオーソライザーを作成するた
めのものであり、apigateway:PATCH アクションは既存のオーソライザーを更新するためのものです。
最初の 2 つのワイルドカード (*) をそれぞれ Resource の値で上書きすることで、ポリシーを特定のリー
ジョンまたは特定の API に制限できます。
ここで使用されている Condition 句は、Allowed アクセス権限を指定されたユーザープールに制限しま
す。Condition 句がある場合、条件に一致しないユーザープールへのアクセスは拒否されます。アクセ
ス権限に Condition 句がない場合、すべてのユーザープールへのアクセスが許可されます。
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Condition 句の設定には、次のオプションがあります。
• ArnLike または ArnEquals 条件式を設定して、指定されたユーザープールのみを使用する
COGNITO_USER_POOLS オーソライザーの作成または更新を許可できます。
• ArnNotLike または ArnNotEquals 条件式を設定して、式に指定されていないユーザープールを使用
する COGNITO_USER_POOLS オーソライザーの作成または更新を許可できます。
• 任意の Condition アカウントおよび任意のリージョンの任意のユーザープールを使用する
COGNITO_USER_POOLS オーソライザーの作成または更新を許可するには、AWS 句を省略できます。
Amazon リソースネーム (ARN) の条件式の詳細については、Amazon リソースネームの条件演算
子を参照してください。次の例に示すように、apigateway:CognitoUserPoolProviderArn
は、COGNITO_USER_POOLS タイプの API Gateway オーソライザーで使用できる、または使用できない
COGNITO_USER_POOLS ユーザープールの ARN のリストです。

REST API 用の Amazon Cognito ユーザープールを作成する
API をユーザープールと統合する前に、Amazon Cognito でユーザープールを作成する必要があります。
ユーザープールを作成する方法については、Amazon Cognito デベロッパーガイドの「ユーザープールの
セットアップ」を参照してください。

Note
グループ、ユーザー、ロールなどのユーザー定義の Amazon Cognito 変数には、英数字だけが使
用されていることを確認します。
ユーザープール ID、クライアント ID、クライアントシークレットをメモします。クライアントは、ユー
ザーがユーザープールに登録、サインインし、ユーザープールを使用して設定された API メソッドを呼び
出すリクエストに含めるための ID またはアクセストークンを取得するために、それらを Amazon Cognito
に提供する必要があります。また、API Gateway のオーソライザーとしてユーザープールを設定する場
合、以下に説明するようにユーザープール名を指定する必要があります。
アクセストークンを使用して API メソッド呼び出しを承認している場合は、特定のリソースサーバーに必
要なカスタムスコープを設定するために、ユーザープールとのアプリケーション統合を設定するようにし
てください。Amazon Cognito ユーザープールでトークンを使用する方法の詳細については、「ユーザー
プールでトークンを使用する」を参照してください。リソースサーバーの詳細については、「ユーザー
プールのリソースサーバーを定義する」を参照してください。
設定されたリソースサーバー ID とカスタムスコープ名をメモしておきます。これら
は、COGNITO_USER_POOLS オーソライザーが使用する [OAuth スコープ] のアクセススコープのフルネー
ムを作成するために必要です。
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REST API と Amazon Cognito ユーザープールを統合する
API Gateway で Amazon Cognito ユーザープールを作成し、そのユーザープールを使用する
COGNITO_USER_POOLS オーソライザーを作成する必要があります。以下の手順は、API Gateway コン
ソールを使用してこれを行うステップを説明します。

Important
以下の手順の実行後、API をデプロイまたは再デプロイして変更を伝達する必要があります。API
のデプロイの詳細については、「Amazon API Gateway での REST API のデプロイ (p. 448)」
を参照してください。

API Gateway コンソールを使用して COGNITO_USER_POOLS 認証を作成するには
1.
2.

新しい API を作成、または API Gateway に既存の API を選択します。
メインのナビゲーションペインから、特定の API で、[オーソライザー] を選択します。

3.
4.

[オーソライザー] の下で、[新しいオーソライザーの作成] を選択します。
ユーザープールを使用するように新しいオーソライザーを設定するには、次の手順を実行します。
a.
b.

[名前] フィールドにオーソライザー名を入力します。
[Cognito] オプションを選択します。

c.
d.

[Cognito ユーザープール] からリージョンを選択します。
利用可能なユーザープールを選択します。ドロップダウンリストに表示されるには、Amazon
Cognito で選択したリージョンにユーザープールを作成している必要があります。
ユーザーがサインインした際に Amazon Cognito が返す ID またはアクセストークンを渡すよう
に、[トークンソース] には、ヘッダー名として Authorization と入力します。

e.
f.

必要に応じて [トークン検証] フィールドに正規表現を入力して、リクエストが Amazon Cognito
で承認される前に ID トークンの aud (対象者) フィールドを検証します。アクセストークンを使
用する場合、この検証では、アクセストークンが aud フィールドを含まないために要求が拒否さ
れることに注意してください。
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g.
5.

[作成] を選択して、ユーザープールと API の統合を終了します。

COGNITO_USER_POOLS オーソライザーを作成した後、必要に応じて、ユーザープールからプロビ
ジョニングされた ID トークンを指定することで、呼び出しをテストできます。Amazon Cognito ID
SDK を呼び出してユーザーサインインを実行することで、この ID トークンを取得できます。アクセ
ストークンではなく、返された ID トークンを使用してください。

前述の手順では、新しく作成した Amazon Cognito ユーザープールを使用する COGNITO_USER_POOLS
オーソライザーを作成します。API メソッドでオーソライザを有効にした方法に応じて、統合トークン
または統合ユーザープールからプロビジョニングされたアクセストークンを使用できます。次の手順で
は、API メソッドでオーソライザーを設定する手順について説明します。

メソッドで COGNITO_USER_POOLS オーソライザーを設定するには
1.

API のメソッドを選択 (または作成) します。

2.

[メソッドリクエスト] を選択します。

3.

[設定] で [認可] の横の鉛筆アイコンを選択します。

4.

ドロップダウンリストから利用可能な [Amazon Cognito ユーザープールオーソライザー] の 1 つを選
択します。

5.

チェックマークアイコンを選択して、設定を保存します。

6.

ID トークンを使用するには、次の操作を行います。
a.

[OAuth スコープ] オプションを指定しないでください (NONE のままにしておきます)。

b.

必要に応じて、[統合リクエスト] を選択して、ユーザープールからバックエ
ンドに特定の ID クレームプロパティを渡すために、本文マッピングテンプ
レートに $context.authorizer.claims['property-name'] 式または
$context.authorizer.claims.property-name 式を追加します。sub やcustom-sub な
どの簡単なプロパティ名については、2 つの表記法は同じです。custom:role などの複雑なプ
ロパティ名の場合、ドット表記は使用できません。たとえば、以下のマッピング式は、バックエ
ンドに、クレームの sub および email の標準フィールドを渡します。
{

"context" : {
"sub" : "$context.authorizer.claims.sub",
"email" : "$context.authorizer.claims.email"
}

}

ユーザープールを設定するときにカスタムクレームフィールドを宣言した場合は、同じパター
ンに従ってカスタムフィールドにアクセスできます。次の例では、クレームの role カスタム
フィールドを取得します。
{

"context" : {
"role" : "$context.authorizer.claims.role"
}

}

カスタムクレームフィールドが custom:role として宣言されている場合は、以下の例を使用し
てクレームのプロパティを取得します。
{

"context" : {
"role" : "$context.authorizer.claims['custom:role']"
}
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}

7.

アクセストークンを使用するには、次の操作を行います。
a.

[OAuth スコープ] の横の鉛筆アイコンを選択します。

b.

Amazon Cognito ユーザープールが作成された際に設定されたスコープのフルネームを 1 つ
以上入力します。たとえば、「REST API 用の Amazon Cognito ユーザープールを作成す
る (p. 270)」の例では、スコープの 1 つは com.hamuta.movies/drama.view です。1 つの
スペースを使用して、複数のスコープを区切ります。
実行時に、このステップのメソッドで指定されたスコープが、受信トークンで要求されているス
コープと一致する場合、メソッド呼び出しは成功します。それ以外の場合、401 Unauthorized
レスポンスでコールが失敗します。

c.
8.

チェックマークアイコンを選択して、設定を保存します。

選択した他のメソッドにこれらの手順を繰り返してください。

COGNITO_USER_POOLS オーソライザーで、[OAuth Scopes] オプションが指定されていない場合、API
Gateway は、指定されたトークンを ID トークンとして処理し、ユーザープールからのトークンに対し
て、要求された ID を検証します。それ以外の場合、API Gateway は提供されたトークンをアクセストー
クンとして処理し、トークンで要求されたアクセススコープをメソッドで宣言されている承認スコープと
照合して検証します。
API Gateway コンソールを使う代わりに、OpenAPI 定義ファイル内で指定してメソッド上での Amazon
Cognito ユーザープールを有効化し、API 定義を API Gateway にインポートすることもできます。

OpenAPI 定義ファイルを使って COGNITO_USER_POOLS オーソライザーをインポートするには
1.

API 用の OpenAPI 定義ファイルを作成 (またはエクスポート) します。

2.

OpenAPI 3.0 の COGNITO_USER_POOLS セクション、または Open API 2.0 の MyUserPool セクショ
ンの一部として、securitySchemes オーソライザー (securityDefinitions) JSON を次のよう
に指定します。
OpenAPI 3.0
"securitySchemes": {
"MyUserPool": {
"type": "apiKey",
"name": "Authorization",
"in": "header",
"x-amazon-apigateway-authtype": "cognito_user_pools",
"x-amazon-apigateway-authorizer": {
"type": "cognito_user_pools",
"providerARNs": [
"arn:aws:cognito-idp:{region}:{account_id}:userpool/{user_pool_id}"
]
}
}

OpenAPI 2.0
"securityDefinitions": {
"MyUserPool": {
"type": "apiKey",
"name": "Authorization",
"in": "header",
"x-amazon-apigateway-authtype": "cognito_user_pools",
"x-amazon-apigateway-authorizer": {
"type": "cognito_user_pools",
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}

3.

}

"providerARNs": [
"arn:aws:cognito-idp:{region}:{account_id}:userpool/{user_pool_id}"
]

メソッドの認可にアイデンティティトークンを使用するには、ルートリソースの次の GET メソッドに
示すように、メソッドの { "MyUserPool": [] } 定義に security を追加します。
"paths": {
"/": {
"get": {
"consumes": [
"application/json"
],
"produces": [
"text/html"
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"headers": {
"Content-Type": {
"type": "string"
}
}
}
},
"security": [
{
"MyUserPool": []
}
],
"x-amazon-apigateway-integration": {
"type": "mock",
"responses": {
"default": {
"statusCode": "200",
"responseParameters": {
"method.response.header.Content-Type": "'text/html'"
},
}
},
"requestTemplates": {
"application/json": "{\"statusCode\": 200}"
},
"passthroughBehavior": "when_no_match"
}
},
...
}

4.

メソッドの認可にアクセストークンを使用するには、上記のセキュリティ定義を { "MyUserPool":
[resource-server/scope, ...] } に変更します。
"paths": {
"/": {
"get": {
"consumes": [
"application/json"
],
"produces": [
"text/html"
],
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"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"headers": {
"Content-Type": {
"type": "string"
}
}
}
},
"security": [
{
"MyUserPool": ["com.hamuta.movies/drama.view", "http://my.resource.com/
file.read"]
}
],
"x-amazon-apigateway-integration": {
"type": "mock",
"responses": {
"default": {
"statusCode": "200",
"responseParameters": {
"method.response.header.Content-Type": "'text/html'"
},
}
},
"requestTemplates": {
"application/json": "{\"statusCode\": 200}"
},
"passthroughBehavior": "when_no_match"
}
},
...
}

5.

必要に応じて、OpenAPI 定義または拡張機能を使用し、他の API 設定を指定します。詳細について
は、「OpenAPI への API Gateway 拡張機能の使用 (p. 771)」を参照してください。

Amazon Cognito ユーザープールと統合された REST API を呼び出す
設定されたユーザープールオーソライザーを使用して、メソッドを呼び出すには、クライアントは以下を
実行する必要があります。
• ユーザープールにサインアップすることを可能にします。
• ユーザープールにサインインすることを可能にします。
• ユーザープールからサインインしているユーザーの ID トークンを取得します。
• Authorization ヘッダー (または、オーソライザー作成時に指定した別のヘッダー) に ID トークンを
含めます。
これらのタスクは、AWS Amplify Amplify を使用して実行できます。詳細については、「Integrating
Amazon Cognito With Web and Mobile Apps (Amazon Cognito をウェブアプリおよびモバイルアプリとの
統合) 」を参照してください。
• Android の場合は、「 Getting Started with Amplify for Android (Android 用 Amplify の使用開始) 」を参照
してください。
• iOS を使用するには、「Getting started with Amplify for iOS (iOS 版 Amplify の使用開始) 」を参照してく
ださい。
• JavaScript を使用するには、「Getting Started with Amplify for Javascript (Javascript のアンプリファイ
の使用開始 ) 」を参照してください。
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API Gateway コンソールを使用して REST API 用のクロスアカウントの Amazon
Cognito オーソライザーを設定する
Amazon Cognito ユーザープールは、API オーソライザーとは異なる AWS アカウントからも使用できるよ
うになりました。各アカウントは、Amazon API Gateway を利用できるリージョンであればどのリージョ
ンでもかまいません。Amazon Cognito ユーザープールでは、OAuth や SAML などのベアラートークン認
証戦略を使用できます。これにより、複数の API Gateway API 間で簡単に一元管理し、主要な Amazon
Cognito ユーザープールオーソライザーを共有できるようになります。
このセクションでは、Amazon API Gateway コンソールを使用して、クロスアカウント Amazon Cognito
ユーザープールを設定する方法について説明します。
これらの手順は、AWS アカウントに API Gateway API、別のアカウントに Amazon Cognito ユーザープー
ルが設定されていることを前提としています。

API Gateway コンソールを使用してクロスアカウントの Amazon Cognito オーソライザーを設定
する
最初のアカウント (API が設定されているアカウント) で Amazon API Gateway コンソールにサインイン
し、以下の操作を行います。
1.

API を指定し、[オーソライザー] を選択します。

2.

[新しいオーソライザーの作成] を選択します。

3.

[オーソライザーの作成] の [名前] 入力フィールドに、オーソライザー名を入力します。

4.

[Type] で、[Cognito] オプションを選択します。

5.

[Cognito ユーザープール] で、2 番目のアカウントで作成したユーザープールの完全な ARN をコピー
アンドペーストします。

Note
Amazon Cognito コンソールでは、ユーザープールの ARN は、[全般設定] ペインの [プール
ARN] フィールドにあります。
6.

[トークンソース] にヘッダーの名前を入力します。認証トークンを Amazon Cognito オーソライザー
に送信するには、この名前のヘッダーが API クライアントに含まれている必要があります。

7.

オプションで、[トークン検証] 入力フィールドに RegEx ステートメントを指定します。API Gateway
は、この式に対して、入力トークンの初期検証を実行し、認証が成功するとオーソライザーを呼び出
します。これにより、無効なトークンの処理費用を減少できます。

8.

[作成] を選択して、API の新しい Amazon Cognito オーソライザーを作成します。

REST API 統合の設定
API メソッドを設定したら、バックエンドのエンドポイントに統合する必要があります。バックエンドの
エンドポイントは、統合エンドポイントとも呼ばれ、Lambda 関数、HTTP ウェブページ、または AWS の
サービスアクションとして使用できます。
API メソッドと同様に、API 統合には統合リクエストと統合レスポンスがあります。統合リクエストは、
バックエンドが受け取った HTTP リクエストをカプセル化します。これは、クライアントが送ったメソッ
ドリクエストと同じ場合もあれば異なる場合もあります。統合レスポンスは、バックエンドが返した出力
をカプセル化する HTTP レスポンスです。
統合リクエストの設定には、クライアントから送信さられたメソッドリクエストをバックエンドに渡す
方法の設定、必要に応じてリクエストデータを統合リクエストデータに変換する方法の設定、呼び出す
Lambda 関数の指定、受け取ったリクエストを転送する HTTP サーバーの指定、呼び出す AWS のサービ
スアクションの指定が含まれます。
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統合レスポンスの設定には、(非プロキシ統合の場合のみ) バックエンドが返す結果を特定のステータス
コードのメソッドレスポンスに渡す方法の設定、指定した統合レスポンスパラメータを事前設定されたメ
ソッドレスポンスパラメータに変換する方法の設定、指定した本文マッピングテンプレートに従って統合
レスポンス本文をメソッドレスポンス本文にマップする方法の設定が含まれます。
プログラムで、統合リクエストは Integration リソースにカプセル化し、統合レスポンスは API
Gateway の IntegrationResponse リソースにカプセル化します。
統合リクエストを設定するには、Integration リソースを作成し、そのリソースを使用して統合エンド
ポイント URL を設定します。次に、バックエンドにアクセスするための IAM アクセス許可を設定し、受
け取ったリクエストデータをバックエンドに渡す前に変換するためのマッピングを指定します。非プロ
キシ統合の場合、統合レスポンスを設定するには、IntegrationResponse リソースを作成し、そのリ
ソースを使用してターゲットメソッドレスポンスを設定します。その後、バックエンド出力をメソッドレ
スポンスにマップする方法を設定します。
トピック
• API Gateway で統合リクエストを設定する (p. 277)
• API Gateway で統合レスポンスを設定する (p. 284)
• API Gateway で Lambda 統合を設定する (p. 284)
• API Gateway で HTTP 統合を設定する (p. 303)
• API Gateway プライベート統合の設定 (p. 308)
• API Gateway でモック 統合を設定する (p. 315)

API Gateway で統合リクエストを設定する
統合リクエストを設定するには、以下の必須およびオプションのタスクを実行します。
1. 統合タイプを選択します。このタイプによってメソッドリクエストデータをバックエンドに渡す方法が
決まります。
2. 非モック統合の場合 (MOCK 統合以外の場合)、HTTP メソッドとターゲット統合エンドポイントの URI
を指定します。
3. Lambda 関数および他の AWS のサービスアクションとの統合の場合、API Gateway がお客様に代わっ
てバックエンドを呼び出すために必要なアクセス許可を持つように IAM ロールを設定します。
4. 非プロキシ統合の場合、事前定義されたメソッドリクエストパラメータを該当する統合リクエストパラ
メータにマップするために必要なパラメータマッピングを設定します。
5. 非プロキシ統合の場合、受け取った特定のコンテンツタイプのメソッドリクエストボディをマップする
ために必要な本文マッピングを、指定したマッピングテンプレートに従って設定します。
6. 非プロキシ統合の場合、受け取ったメソッドリクエストデータをそのままバックエンドに渡す条件を指
定します。
7. オプションで、バイナリペイロードの型変換の処理方法を指定します。
8. オプションで、キャッシュ名前空間名とキャッシュキーパラメータを宣言して API キャッシングを有効
にします。
これらのタスクを実行するには、API Gateway の統合リソースを作成し、適切なプロパティ値を設定す
る必要があります。これを行うには、API Gateway コンソール、AWS CLI コマンド、AWS SDK、または
API Gateway REST API を使用します。
トピック
• API 統合リクエストの基本タスク (p. 278)
• API Gateway API 統合タイプの選択 (p. 279)
• プロキシリソースとのプロキシ統合を設定する (p. 280)
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• API Gateway コンソールを使用して API 統合リクエストを設定する (p. 281)

API 統合リクエストの基本タスク
統合リクエストは、API Gateway がバックエンドに送る HTTP リクエストであり、クライアントから送信
されたリクエストデータを渡し、必要に応じて変換します。統合リクエストの HTTP メソッド (つまり動
詞) と URI は、バックエンド (つまり統合エンドポイント) が指定します。HTTP メソッドと URI はそれぞ
れ、メソッドリクエストのものと同じ場合もあれば異なる場合もあります。
たとえば、Lambda 関数が、Amazon S3 からフェッチされたファイルを返す場合、このオペレーションを
直観的に GET メソッドリクエストとしてクライアントに公開できます。これは、対応する統合リクエスト
で POST リクエストを使用して Lambda 関数を呼び出す必要があっても同じです。HTTP エンドポイント
の場合は、メソッドリクエストおよび対応する統合リクエストの両方で同じ HTTP 動詞を使用することが
よくあります。ただし、これは必須ではありません。以下のメソッドリクエストがあるとします。
GET /{var}?query=value
Host: api.domain.net

これを以下の統合リクエストに統合できます。
POST /
Host: service.domain.com
Content-Type: application/json
Content-Length: ...
{
}

path: "{var}'s value",
type: "value"

API 開発者は、要件に合わせてどのような HTTP 動詞と URI でもメソッドリクエストに使用できます。
しかし、統合エンドポイントの要件に従う必要があります。メソッドリクエストデータが統合リクエスト
データと異なる場合、メソッドリクエストデータから統合リクエストデータへのマッピングを提供するこ
とで、その差異を調整できます。
ここまでの例では、マッピングにより、{var} メソッドリクエストのパス変数 (query) とクエリパラ
メータ (GET) の値が、統合リクエストのペイロードプロパティ path と type の値に変換されます。そ
の他のマップ可能なリクエストデータとしては、リクエストのヘッダーと本文があります。これらにつ
いては、「API Gateway コンソールを使用してリクエストとレスポンスのデータマッピングを設定す
る (p. 343)」で説明しています。
HTTP または HTTP プロキシ統合リクエストを設定するときは、バックエンド HTTP エンドポイント URL
を統合リクエスト URI 値として割り当てます。たとえば、PetStore API では、pets のページを取得するメ
ソッドリクエストに以下の統合リクエスト URI があります。
http://petstore-demo-endpoint.execute-api.com/petstore/pets

Lambda または Lambda プロキシ統合を設定するときは、Lambda 関数を呼び出すための Amazon リソー
スネーム (ARN) を統合リクエスト URI 値として割り当てます。この ARN は以下の形式になります。
arn:aws:apigateway:api-region:lambda:path//2015-03-31/functions/arn:aws:lambda:lambdaregion:account-id:function:lambda-function-name/invocations

arn:aws:apigateway:api-region:lambda:path/ の後の部分、つまり、/2015-03-31/
functions/arn:aws:lambda:lambda-region:account-id:function:lambda-function-
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name/invocations は、Lambda の Invoke アクションの REST API URI パスです。API Gateway コン
ソールを使用して Lambda 統合を設定する場合は、API Gateway によって ARN が作成され、統合 URI に
割り当てられます。ただし、その前にリージョンから lambda-function-name を選択するように求めら
れます。
別の AWS のサービスアクションとの統合リクエストを設定する場合、統合リクエスト URI は ARN
でもあります。これは、Lambda Invoke アクションとの統合と同様です。たとえば、Amazon S3 の
GetBucket アクションとの統合の場合、統合リクエスト URI は以下の形式の ARN です。
arn:aws:apigateway:api-region:s3:path/{bucket}

統合リクエスト URI は、アクションを指定するためのパス規約です。ここで、{bucket} はバケット名の
プレースホルダーです。または、AWS のサービスアクションをその名前で参照することもできます。アク
ション名を使用すると、Amazon S3 の GetBucket アクションの統合リクエスト URI は以下のようにな
ります。
arn:aws:apigateway:api-region:s3:action/GetBucket

アクションベースの統合リクエスト URI では、{bucket} アクションの入力形式に従って、バケット名
({ Bucket: "{bucket}" }) を統合リクエストボディ (GetBucket) で指定する必要があります。
AWS 統合の場合、認証情報を設定して、API Gateway が統合アクションを呼び出せるようにする必要も
あります。新しい IAM ロールを作成するか既存のものを選択して、API Gateway がそのアクションを呼び
出せるようにしたら、そのロールを ARN で指定できます。以下に示しているのは、この ARN の例です。
arn:aws:iam::account-id:role/iam-role-name

この IAM ロールには、アクションの実行を許可するポリシーが含まれている必要があります。また、その
ロールを引き受ける信頼されたエンティティとして API Gateway を (ロールの信頼関係で) 宣言する必要が
あります。そのようなアクセス権限はアクション自体に対して付与できます。それらはリソースベースの
アクセス権限と呼ばれます。Lambda 統合の場合、Lambda の addPermission アクションを呼び出して、
リソースベースのアクセス許可を設定したら、API Gateway 統合リクエストで credentials を null に設
定できます。
統合の基本設定については説明しました。詳細設定には、メソッドリクエストデータから統合リクエスト
データへのマッピングが含まれます。統合レスポンスの基本設定について説明した後、「API Gateway コ
ンソールを使用してリクエストとレスポンスのデータマッピングを設定する (p. 343)」で詳細設定を取
り上げています。また、ペイロードを渡す方法とコンテンツエンコードを処理する方法も取り上げていま
す。

API Gateway API 統合タイプの選択
使用する統合エンドポイントのタイプと、統合エンドポイントに対するデータの受け渡し方法に応じ
て、API 統合タイプを選択します。Lambda 関数の場合は、Lambda プロキシ統合または Lambda カスタ
ム統合を使用できます。HTTP エンドポイントの場合、HTTP プロキシ統合または HTTP カスタム統合を
使用できます。AWS サービスアクションの場合、非プロキシタイプの AWS 統合のみを使用します。API
Gateway はモック統合もサポートしています。この場合、API Gateway はメソッドリクエストに応答する
統合エンドポイントとして機能します。
Lambda カスタム統合は、AWS 統合の特殊なケースであり、統合エンドポイントが Lambda サービスの
function-invoking アクションに対応します。
Integration リソースで type プロパティを設定することによって、プログラムで統合タイプを選択
します。Lambda プロキシ統合の場合、その値は AWS_PROXY です。Lambda カスタム統合と他のすべて
の AWS 統合の場合、その値は AWS です。HTTP プロキシ統合と HTTP 統合の場合、その値はそれぞれ
HTTP_PROXY と HTTP です。モック統合の場合、type 値は MOCK です。
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Lambda プロキシ統合は、1 つの Lambda 関数との合理化された統合設定をサポートしています。設
定はシンプルで、既存の設定を破棄することなくバックエンドで拡張できます。このような理由か
ら、Lambda 関数との統合を強くお勧めします。
これとは対照的に、Lambda カスタム統合では、入出力データ形式の要件が同様のさまざまな統合エンド
ポイントに対して、設定済みのマッピングテンプレートを再利用できます。この統合ではより詳細な設定
が可能なため、より高度なアプリケーションシナリオにお勧めします。
同様に、HTTP プロキシ統合にも合理化された統合設定があり、既存の設定を破棄することなくバックエ
ンドで拡張できます。HTTP カスタム統合では設定はより詳細になりますが、設定済みのマッピングテン
プレートは他の統合エンドポイントに再利用できます。
以下のリストは、サポートされている統合タイプをまとめたものです。
• AWS: このタイプの統合では、API は AWS のサービスアクションを公開します。AWS 統合では、統合リ
クエストと統合レスポンスの両方を設定し、メソッドリクエストから統合リクエストへの、また統合レ
スポンスからメソッドレスポンスへの、データマッピングを設定する必要があります。
• AWS_PROXY: このタイプの統合では、さまざまな用途に柔軟に利用できる合理化された統合設定があ
り、API メソッドを Lambda 関数呼び出しアクションと統合できます。この統合は、クライアントと統
合 Lambda 関数との間の直接的なやり取りに依存します。
このタイプの統合は、Lambda プロキシ統合とも呼ばれ、お客様が統合リクエストまたは統合レスポン
スを設定することはありません。API Gateway は、クライアントから受け取ったリクエストをバックエ
ンドの Lambda 関数への入力として渡します。統合 Lambda 関数は、この形式の入力 (p. 292)を受け
取り、使用可能なすべてのソースからの入力 (リクエストヘッダー、URL パス変数、クエリ文字列パラ
メータ、該当する本文など) を解析します。その後、こちらの出力形式 (p. 294)に従って結果を返しま
す。
これは、API Gateway を介した Lambda 関数呼び出しに適した統合タイプであり、関数呼び出しアク
ション以外の Lambda アクションなど、他の AWS のサービスアクションには適用されません。
• HTTP: このタイプの統合は、API がバックエンドの HTTP エンドポイントを公開することを可能にし
ます。HTTP 統合 (HTTP カスタム統合とも呼ばれます) では、統合リクエストと統合レスポンスの両方
を設定する必要があります。メソッドリクエストから統合リクエストへの、また統合レスポンスからメ
ソッドレスポンスへの、データマッピングを設定する必要があります。
• HTTP_PROXY: HTTP プロキシ統合では、クライアントは 1 つの API メソッドで合理化された統合設定
を使用して、バックエンド HTTP エンドポイントにアクセスできます。この場合、お客様が統合リクエ
ストまたは統合レスポンスを設定することはありません。API Gateway は、クライアントから受け取っ
たリクエストを HTTP エンドポイントに渡し、HTTP エンドポイントから送り出されたレスポンスをク
ライアントに渡します。
• MOCK: このタイプの統合では、API Gateway はリクエストをさらにバックエンドに送信することなく、
レスポンスを返します。このタイプの統合は、API のテストに便利です。バックエンドの使用料金が発
生することなく、統合設定のテストに使用したり、API の共同開発に使用したりできるためです。
共同開発では、チームは MOCK 統合を使用して、他のチームが所有する API コンポーネントのシミュ
レーションを設定することで、自分たちの開発成果を区分することもできます。また、CORS 関連の
ヘッダーを返して、API メソッドが CORS へのアクセスを許可するようにもできます。実際に、API
Gateway コンソールは Mock 統合で OPTIONS メソッドを統合して CORS をサポートします。ゲート
ウェイレスポンス (p. 378) は Mock 統合の他の例です。

プロキシリソースとのプロキシ統合を設定する
API Gateway API でプロキシリソース (p. 215)とのプロキシ統合を設定するには、以下のタスクを実行し
ます。
• greedy パス変数 {proxy+} を使用してプロキシリソースを作成します。
• プロキシリソースに ANY メソッドを設定します。
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• HTTP または Lambda 統合タイプを使用してリソースおよびメソッドをバックエンドに統合します。

Note
greedy パス変数、ANY メソッド、およびプロキシ統合タイプは、よく一緒に使用されますが独立
した機能です。特定の HTTP メソッドを greedy リソースに設定することも、プロキシ以外の統
合タイプをプロキシリソースに適用することもできます。
API Gateway は、Lambda プロキシ統合または HTTP プロキシ統合を使用した処理方法に一定の制約
と制限を設定しています。詳細については、「」を参照してくださいthe section called “重要な注意
点” (p. 847)

Note
パススルーによるプロキシの統合の使用時に、ペイロードのコンテンツタイプを指定していない
場合は、API Gateway からデフォルトの Content-Type:application/json ヘッダーが返さ
れます。
プロキシリソースが最も便利なのは、HTTP プロキシ統合または Lambda プロキシ統合のいずれかを使用
してバックエンドと統合されている場合です。

プロキシリソースとの HTTP プロキシ統合
API Gateway REST API の HTTP_PROXY によって指定される HTTP プロキシ統合は、メソッドリクエ
ストをバックエンドの HTTP エンドポイントと統合するために使用します。この統合タイプでは、API
Gateway は、一定の制約と制限 (p. 847)に従って、フロントエンドとバックエンドとの間でリクエスト
とレスポンスの全体を渡すだけです。

Note
HTTP プロキシ統合では、複数の値を持つヘッダーやクエリ文字列がサポートされます。
HTTP プロキシ統合をプロキシリソースに適用するときは、単一の統合セットアップを使用して、HTTP
バックエンドのエンドポイント階層の一部または全体を公開するように API を設定できます。たとえば、
バックエンドのウェブサイトがルートノード (/site) からツリーノードで複数のブランチとして編成さ
れているとします (/site/a0/a1/.../aN、/site/b0/b1/.../bM など)。ANY の URL パスを使用して
/api/{proxy+} のプロキシリソースで /site/{proxy} メソッドをバックエンドのエンドポイントと
統合した場合、単一の統合リクエストで、[a0, a1, ..., aN, b0, b1, ...bM, ...] のいずれかで
HTTP オペレーション (GET、POST など) をサポートできます。代わりに、特定の HTTP メソッド (た
とえば GET) にプロキシ統合を適用した場合、返される統合リクエストは、それらの任意のバックエンド
ノードに対して指定したオペレーション (つまり GET) で有効です。

プロキシリソースとの Lambda プロキシ統合
API Gateway REST API の AWS_PROXY によって指定される Lambda プロキシ統合は、メソッドリクエス
トをバックエンドの Lambda 関数と統合するために使用します。この統合タイプでは、API Gateway はデ
フォルトのマッピングテンプレートを適用してリクエスト全体を Lambda 関数に送信し、Lambda 関数の
出力を HTTP レスポンスに変換します。
同様に、Lambda プロキシ統合を /api/{proxy+} のプロキシリソースに適用して単一の統合を設定し、
バックエンドの Lambda 関数を /api の下位にある任意の API リソースでの変更に個別に対応させること
ができます。

API Gateway コンソールを使用して API 統合リクエストを設定する
API メソッドの設定でメソッドとその動作を定義します。メソッドを設定するには、メソッドが公開され
るリソース (ルート ("/") を含む)、HTTP メソッド (GET、POST など)、ターゲットバックエンドとの統合方
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法を指定する必要があります。メソッドのリクエストと応答によって、APIはどのパラメータを受け取る
ことができ、応答はどのようなものかを明記し、呼び出し元アプリケーションとの取り決めが指定されま
す。
以下の手順では、API Gateway コンソールを使用してメソッド設定を指定する方法について説明します。
1.

[リソース] ペインで、メソッドを選択します。

2.

[メソッドの実行] ペインで [統合リクエスト] を選択します。[統合タイプ] で、以下のいずれかを選択
します。
• API を Lambda 関数と統合する場合は、[Lambda 関数] を選択します。API レベルで、これは AWS
統合タイプです。
• API が HTTP エンドポイントに統合される場合は、[HTTP] を選択します。API レベルで、これは
HTTP 統合タイプです。
• API が サービスと直接統合する場合は、[AWS ServiceAWS] を選択します。API レベルで、こ
れは AWS 統合タイプです。上記の [Lambda Function] (Lambda 関数) オプションは、Lambda 関
数を呼び出すための AWS 統合の特殊なケースであり、API Gateway コンソールでのみ使用でき
ます。AWS Lambda で新しい Lambda 関数を作成する API Gateway API をセットアップする場
合、Lambda 関数にリソースに対するアクセス許可を設定する場合、またはその他の Lambda サー
ビスアクションを実行する場合は、ここで [AWS Service] (AWS のサービス) オプションを選択する
必要があります。
• API Gateway をバックエンドとして静的レスポンスを返す場合は、[モック] を選択します。API レ
ベルで、これは MOCK 統合タイプです。一般的に、API が最終版ではないものの、テスト用に API
レスポンスを生成して関連チームのブロックを解除する場合は、MOCK 統合を使用します。OPTION
メソッドの場合、API Gateway は、適用された API リソースに CORS が有効のヘッダーを返すよ
うに MOCK 統合をデフォルトに設定します。このオプションを選択する場合は、このトピックの
残りの手順をスキップし、「API Gateway でモック 統合を設定する (p. 315)」を参照してくださ
い。

3.

4.

5.

[Lambda Function (Lambda 関数)] を選択する場合は、以下の操作を実行します。
a.

[Lambda リージョン] で、Lambda 関数を作成したリージョンに対応するリージョン識別子を選
択します。たとえば、米国東部 (バージニア北部) リージョンで Lambda 関数を作成した場合は、
[us-east-1] を選択します。リージョン名と識別子のリストについては、Amazon Web Services
の全般リファレンスの「AWS Lambda」を参照してください。

b.

[Lambda 関数] で、Lambda 関数の名前を入力した後、関数の対応する ARN を選択します。

c.

[Save] を選択します。

[HTTP] を選択する場合は、以下の操作を実行します。
a.

[HTTP メソッド] で、HTTP バックエンドのメソッドに最も厳密に一致する HTTP メソッドタイ
プを選択します。

b.

[エンドポイント URL] に、メソッドで使用する HTTP バックエンドの URL を入力します。

c.

[Save] を選択します。

[Mock] を選択する場合は、以下の操作を実行します。
•

6.

[Save] を選択します。

[AWS のサービス] を選択した場合は、以下の操作を実行します。
a.

[AWS リージョン] で、このメソッドがアクションの呼び出しに使用する AWS リージョンを選択
します。

b.

[AWS のサービス] で、このメソッドが呼び出す AWS のサービスを選択します。

c.

[AWS サブドメイン] に、AWS のサービスで使用されるサブドメインを入力します。通常、この
フィールドは空欄にします。一部の AWS のサービスでは、ホストの一部としてサブドメインを
サポートすることができます。可用性と詳細は、サービスのドキュメントを参照してください。
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d.

[HTTP メソッド] で、アクションに対応する HTTP メソッドタイプを選択します。適切な HTTP
メソッドタイプについては、[AWS Service] (AWS のサービス) で選択した AWS サービスの API
リファレンスドキュメントを参照してください。

e.

[アクション] に使用するアクションを入力します。使用可能なアクションのリストについては、
[AWS Service] (AWS のサービス) で選択した AWS のサービスの API リファレンスドキュメント
を参照してください。

f.

[実行ロール] には、メソッドがアクションの呼び出しに使用する IAM ロールの ARN を入力しま
す。
IAM ロールを作成するには、「Lambda 関数を作成する (p. 28)」セクションの「Lambda 呼び出
しロールとそのポリシーを作成する」と「Lambda 実行ロールとそのポリシーを作成する」の手
順を適用できます 以下の形式のアクセスポリシーを、必要な数のアクションおよびリソースス
テートメントと共に指定します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"action-statement"
],
"Resource": [
"resource-statement"
]
},
...
]

アクションおよび リResource ステートメントの構文については、[AWS ServiceAWS] で選択し
た サービスのドキュメントを参照してください。
IAM ロールの信頼関係で、以下のように指定して、API Gateway が AWS アカウントに代わって
アクションを実行できるようにます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "apigateway.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

g.

[アクション] に入力したアクションで、このメソッドに使用するカスタムリソースパスがある場
合は、[Path Override (パスのオーバーライド)] にそのパスを入力します。カスタムリソースパス
については、[AWS Service] (AWS のサービス) で選択した AWS のサービスの API リファレンス
ドキュメントを参照してください。

h.

[Save] を選択します。
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API Gateway で統合レスポンスを設定する
非プロキシ統合の場合、1 つ以上の統合レスポンスを設定し、デフォルトのレスポンスにしたら、バック
エンドから返される結果をクライアントに渡すように定義する必要があります。統合レスポンスデータ
とメソッドレスポンスデータで形式が異なる場合は、結果をそのまま渡すか、統合レスポンスデータをメ
ソッドレスポンスデータに変換するかを選択できます。
プロキシ統合の場合、API Gateway は自動的にバックエンド出力を HTTP レスポンスとしてクライアント
に渡します。この場合、お客様が統合レスポンスもメソッドレスポンスも設定することはありません。
統合レスポンスを設定するには、以下の必須およびオプションのタスクを実行します。
1. 統合レスポンスデータがマップされるメソッドレスポンスの HTTP ステータスコードを指定します。こ
れは必須です。
2. この統合レスポンスが表すバックエンド出力に一致する正規表現を定義します。この項目を空のままに
した場合、レスポンスは、未設定のレスポンスのキャッチに使用されるデフォルトのレスポンスになり
ます。
3. 必要に応じて、指定した統合レスポンスパラメータを特定のメソッドレスポンスパラメータにマップす
るための、キーと値のペアで構成されるマッピングを宣言します。
4. 必要に応じて、特定の統合レスポンスペイロードを、指定したメソッドレスポンスペイロードに変換す
るための、本文マッピングテンプレートを追加します。
5. 必要に応じて、バイナリペイロードの型変換の処理方法を指定します。
統合レスポンスは、バックエンドレスポンスをカプセル化する HTTP レスポンスです。HTTP エンドポ
イントの場合、バックエンドレスポンスは HTTP レスポンスです。統合レスポンスのステータスコード
は、バックエンドが返すステータスコードであり、統合レスポンスの本文は、バックエンドが返すペイ
ロードです。Lambda エンドポイントの場合、バックエンドレスポンスは Lambda 関数から返される出
力です。Lambda 統合では、Lambda 関数出力は 200 OK レスポンスとして返されます。ペイロードに
は、結果が JSON データ (JSON 文字列または JSON オブジェクト) として含まれたり、エラーメッセー
ジが JSON オブジェクトとして含まれたりします。[selectionPattern] プロパティに正規表現を割り当て
て、エラーレスポンスを該当する HTTP エラーレスポンスにマップできます。Lambda 関数のエラーレ
スポンスの詳細については、「API Gateway で Lambda エラーを処理する (p. 299)」を参照してくださ
い。Lambda プロキシ統合では、Lambda 関数は以下の形式で出力を返す必要があります。
{

}

statusCode: "...",
headers: {
custom-header: "..."
},
body: "...",
isBase64Encoded: true|false

// a valid HTTP status code
// any API-specific custom header
// a JSON string.
// for binary support

Lambda 関数レスポンスを適切な HTTP レスポンスにマップする必要はありません。
結果をクライアントに返すには、エンドポイントレスポンスを対応するメソッドレスポンスにそのまま渡
すように、統合レスポンスを設定します。または、エンドポイントレスポンスデータをメソッドレスポン
スデータにマップすることもできます。マップできるレスポンスデータとしては、レスポンスステータス
コード、レスポンスヘッダーパラメータ、レスポンス本文などがあります。返されたステータスコードに
対してメソッドレスポンスが定義されていない場合、API Gateway は 500 エラーを返します。詳細につい
ては、「モデルとマッピングテンプレートの使用 (p. 332)」を参照してください。

API Gateway で Lambda 統合を設定する
Lambda プロキシ統合または Lambda 非プロキシ (カスタム) 統合を使用して、API メソッドを Lambda 関
数に統合できます。
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Lambda プロキシ統合では、必要なセットアップを簡単に行えます。統合の HTTP メソッドを POST に設
定し、統合エンドポイント URI を特定の Lambda 関数のアクションを呼び出す Lambda 関数の ARN に設
定して、ユーザーに代わって Lambda 関数を呼び出す許可を API Gateway に付与します。
Lambda 非プロキシ統合では、プロキシ統合のセットアップステップに加えて、受信リクエストデータが
どのように統合リクエストにマッピングされるか、統合レスポンスデータの結果がメソッドレスポンスに
どのようにマッピングされるかを指定します。
トピック
• API Gateway で Lambda プロキシ統合を設定する (p. 285)
• API Gateway で Lambda カスタム統合を設定する (p. 295)
• バックエンド Lambda 関数の非同期呼び出しをセットアップする (p. 299)
• API Gateway で Lambda エラーを処理する (p. 299)

API Gateway で Lambda プロキシ統合を設定する
トピック
• API Gateway Lambda プロキシの統合について理解する (p. 285)
• 複数値のヘッダーとクエリ文字列パラメータのサポート (p. 287)
• プロキシリソースに Lambda プロキシ統合をセットアップする (p. 287)
• AWS CLI を使用して Lambda プロキシ統合をセットアップする (p. 289)
• プロキシ統合のための Lambda 関数の入力形式 (p. 292)
• プロキシ統合のための Lambda 関数の出力形式 (p. 294)

API Gateway Lambda プロキシの統合について理解する
Amazon API Gateway Lambda プロキシ統合は、単一の API メソッドのセットアップで API を構築する
シンプル、強力、高速なメカニズムです。Lambda プロキシ統合は、クライアントが単一の Lambda 関数
をバックエンドで呼び出すことを可能にします。この関数は、他の Lambda 関数の呼び出しを含め、他の
AWS のサービスのさまざまなリソースや機能にアクセスします。
Lambda プロキシ統合では、クライアントが API リクエストを送信すると、API Gateway は、統合され
た Lambda 関数に raw リクエストをそのまま渡します。ただし、リクエストパラメータの順序は保持さ
れません。このリクエストデータ (p. 292)には、リクエストヘッダー、クエリ文字列パラメータ、URL
パス変数、ペイロード、および API 設定データが含まれます。設定データには、現在のデプロイステー
ジ名、ステージ変数、ユーザー ID、または承認コンテキスト (存在する場合) を含めることができます。
バックエンド Lambda 関数では、受信リクエストデータを解析して、返すレスポンスを決定します。API
Gateway が Lambda 出力を API レスポンスとしてクライアントに渡すには、Lambda 関数は結果をこの形
式 (p. 294)で返す必要があります。
API Gateway は Lambda プロキシ統合でクライアントとバックエンド Lambda 関数間にあまり介入しない
ため、クライアントと統合された Lambda 関数は、API の既存の 統合セットアップを損なうことなく、相
互の変更に適応できます。これを有効にするには、クライアントはバックエンド Lambda 関数が制定した
アプリケーションプロトコルに従う必要があります。
任意の API メソッドで Lambda プロキシ統合をセットアップできます。しかし、Lambda プロキシ統合
は、汎用的なプロキシリソースが含まれる API メソッドに設定されていると、より強力です。汎用的なプ
ロキシリソースは、特別なテンプレートパス変数である {proxy+} 、キャッチオールである ANY メソッ
ドプレースホルダー、または両方によって示すことができます。クライアントは、受信リクエストのバッ
クエンド Lambda 関数に、入力をリクエストパラメータまたは適切なペイロードとして渡すことができま
す。リクエストパラメータには、ヘッダー、URL パス変数、クエリ文字列パラメータ、および適切なペイ
ロードが含まれます。統合された Lambda 関数は、リクエストを処理して、必要な入力がない場合に意味
のあるエラーメッセージでクライアントに応答する前に、すべての入力ソースを検証します。

285

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
統合

ANY の汎用的な HTTP メソッドと {proxy+} の汎用的なリソースと統合されている API メソッドを呼び
出す際、クライアントは ANY の代わりに特定の HTTP メソッドを持つリクエストを送信します。クライア
ントはさらに、{proxy+} の代わりに特定の URL パスを指定し、要求されるヘッダー、クエリ文字列パ
ラメータ、または適切なペイロードを含めます。
次のリストは、Lambda プロキシ統合での異なる API メソッドのランタイム動作を要約しています。
• ANY /{proxy+}: クライアントは特定の HTTP メソッドを選択し、特定のリソースパス階層を設定す
る必要があり、Lambda 関数にデータを入力として渡すために任意のヘッダー、クエリ文字列パラメー
タ、および適切なペイロードを設定できます。
• ANY /res: クライアントは特定の HTTP メソッドを選択する必要があり、Lambda 関数にデータを入
力として渡すために任意のヘッダー、クエリ文字列パラメータ、および適切なペイロードを設定できま
す。
• GET|POST|PUT|... /{proxy+}: クライアントは特定のリソースパス階層を設定することがで
き、Lambda 関数にデータを入力として渡すために任意のヘッダー、クエリ文字列パラメータ、および
適切なペイロードを設定できます。
• GET|POST|PUT|... /res/{path}/...: クライアントは ({path} 変数に) 特定のパスセグメントを
選択する必要があり、Lambda 関数に入力データを渡すために任意のリクエストヘッダー、クエリ文字
列パラメータ、および適切なペイロードを設定できます。
• GET|POST|PUT|... /res: クライアントは Lambda 関数に入力データを渡すために任意のリクエスト
ヘッダー、クエリ文字列パラメータ、および適切なペイロードを設定できます。
{proxy+} のプロキシリソースと {custom} のカスタムリソースの両方が、テンプレートパス変数
として表現されています。ただし、{proxy+} はパス階層に沿った任意のリソースを参照できます
が、{custom} は特定のパスセグメントのみを参照します。たとえば、食料品店はオンラインの製品イ
ンベントリを部門名、農産物カテゴリ、および製品タイプで整理しています。食料品店のウェブサイト
は、カスタムリソースの次のテンプレートパス変数によって、利用可能な製品を表すことができます: /
{department}/{produce-category}/{product-type}。たとえば、リンゴは /produce/fruit/
apple で表され、ニンジンは /produce/vegetables/carrot で表されます。また、/{proxy+} を使
用して、顧客がオンラインストアで買い物中に検索できる任意の部門、農産物カテゴリ、または製品タイ
プを表すことができます。たとえば、/{proxy+} は次のいずれかのアイテムを参照できます。
• /produce
• /produce/fruit
• /produce/vegetables/carrot
顧客が利用可能な製品、その農産物カテゴリ、および関連するストア部門を検索できるようにするに
は、GET /{proxy+} の単一メソッドを読み取り専用アクセス権限で公開することができます。同様に、
責任者が produce 部門のインベントリをアップデートできるようにするには、別の PUT /produce/
{proxy+} の単一メソッドを読み取り/書き込みアクセス権限でセットアップできます。レジ係が野菜の合
計を更新できるようにするには、POST /produce/vegetables/{proxy+} メッセージを読み取り/書き
込みアクセス権限でセットアップできます。店長が任意のアクションを任意の利用可能な製品に実行でき
るようにするには、オンラインストア開発者は ANY /{proxy+} メソッドを読み取り/書き込みアクセス
権限で公開できます。いずれの場合も、実行時には、顧客または従業員は選択された部門のあるタイプの
特定の製品、製品部門の特定の農産物カテゴリ、または特定の部門を選択する必要があります。
API Gateway プロキシ統合のセットアップの詳細については、「プロキシリソースとのプロキシ統合を設
定する (p. 280)」を参照してください。
プロキシ統合は、クライアントがバックエンド要件のより詳細な知識を持っていることを要求します。し
たがって、最適なアプリケーションパフォーマンスとユーザーエクスペリエンスを確保するために、バッ
クエンド開発者はバックエンドの要件をクライアント開発者に明確に伝え、要件が満たされない場合は堅
牢なエラーフィードバックメカニズムを提供する必要があります。
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複数値のヘッダーとクエリ文字列パラメータのサポート
API Gateway は、同じ名前を持つ複数のヘッダーやクエリ文字列パラメータをサポートするようになりま
した。複数値ヘッダーや単一値ヘッダー、およびパラメータを、同じリクエストとレスポンスで組み合わ
せることができます。詳細については、「プロキシ統合のための Lambda 関数の入力形式 (p. 292)」お
よび「プロキシ統合のための Lambda 関数の出力形式 (p. 294)」を参照してください。

プロキシリソースに Lambda プロキシ統合をセットアップする
プロキシリソースに Lambda プロキシ統合タイプをセットアップするには、greedy パスパラメータ (/
parent/{proxy+} など) を使用して API リソースを作成し、このリソースを arn:aws:lambda:uswest-2:123456789012:function:SimpleLambda4ProxyResource メソッドで Lambda 関数のバッ
クエンド (ANY など) と統合します。greedy パスパラメータは、API リソースパスの末尾にある必要があり
ます。プロキシ以外のリソースと同様に、API Gateway コンソールを使用するか、OpenAPI 定義ファイル
をインポートするか、API Gateway REST API を直接呼び出すことによって、プロキシリソースをセット
アップできます。
以下の OpenAPI API 定義ファイルは、SimpleLambda4ProxyResource という名前の Lambda 関数を使
用して統合された API とプロキシリソースの例を示しています。
OpenAPI 3.0
{

"openapi": "3.0.0",
"info": {
"version": "2016-09-12T17:50:37Z",
"title": "ProxyIntegrationWithLambda"
},
"paths": {
"/{proxy+}": {
"x-amazon-apigateway-any-method": {
"parameters": [
{
"name": "proxy",
"in": "path",
"required": true,
"schema": {
"type": "string"
}
}
],
"responses": {},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"responses": {
"default": {
"statusCode": "200"
}
},
"uri": "arn:aws:apigateway:us-east-1:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:SimpleLambda4ProxyResource/invocations",
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "POST",
"cacheNamespace": "roq9wj",
"cacheKeyParameters": [
"method.request.path.proxy"
],
"type": "aws_proxy"
}
}
}
},
"servers": [
{
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}

]

}

"url": "https://gy415nuibc.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/{basePath}",
"variables": {
"basePath": {
"default": "/testStage"
}
}

OpenAPI 2.0
{

"swagger": "2.0",
"info": {
"version": "2016-09-12T17:50:37Z",
"title": "ProxyIntegrationWithLambda"
},
"host": "gy415nuibc.execute-api.us-east-1.amazonaws.com",
"basePath": "/testStage",
"schemes": [
"https"
],
"paths": {
"/{proxy+}": {
"x-amazon-apigateway-any-method": {
"produces": [
"application/json"
],
"parameters": [
{
"name": "proxy",
"in": "path",
"required": true,
"type": "string"
}
],
"responses": {},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"responses": {
"default": {
"statusCode": "200"
}
},
"uri": "arn:aws:apigateway:us-east-1:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:SimpleLambda4ProxyResource/invocations",
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "POST",
"cacheNamespace": "roq9wj",
"cacheKeyParameters": [
"method.request.path.proxy"
],
"type": "aws_proxy"
}
}
}
}
}

Lambda プロキシ統合では、ランタイムに API Gateway は受信リクエストを Lambda 関数の入力 event
パラメータにマッピングします。入力にはリクエストメソッド、パス、ヘッダー、クエリ文字列パラメー
タ、ペイロード、関連コンテキスト、定義済みステージ変数が含まれています。入力形式については「プ
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ロキシ統合のための Lambda 関数の入力形式 (p. 292)」で説明しています。API Gateway が Lambda 出
力を HTTP レスポンスに正常にマッピングするには、Lambda 関数は、「プロキシ統合のための Lambda
関数の出力形式 (p. 294)」で説明されている形式で結果を出力する必要があります。
ANY メソッドによるプロキシリソースの Lambda プロキシ統合では、単一のバックエンド Lambda 関数
が、プロキシリソースを通じてすべてのリクエストのイベントハンドラーの役割を果たします。たとえ
ば、トラフィックパターンを記録するために、プロキシリソースの URL パスで /state/city/street/
house を使用してリクエストを送信することによって、モバイルデバイスから州、市、番地、建物など
の場所情報を送信できます。バックエンドの Lambda 関数は、URL パスを解析し、場所情報のタプルを
DynamoDB テーブルに挿入できます。

AWS CLI を使用して Lambda プロキシ統合をセットアップする
このセクションでは、AWS CLI を使用して Lambda プロキシ統合で API をセットアップする方法につい
て説明します。

Note
API Gateway コンソールを使用してプロキシリソースに Lambda プロキシ統合を設定する詳しい
手順については、「チュートリアル: Lambda プロキシ統合を使用した Hello World REST API の
構築 (p. 20)」を参照してください。
たとえば、次のサンプル Lambda 関数を API のバックエンドとして使用します。
exports.handler = function(event, context, callback) {
console.log('Received event:', JSON.stringify(event, null, 2));
var res ={
"statusCode": 200,
"headers": {
"Content-Type": "*/*"
}
};
var greeter = 'World';
if (event.greeter && event.greeter!=="") {
greeter = event.greeter;
} else if (event.body && event.body !== "") {
var body = JSON.parse(event.body);
if (body.greeter && body.greeter !== "") {
greeter = body.greeter;
}
} else if (event.queryStringParameters && event.queryStringParameters.greeter &&
event.queryStringParameters.greeter !== "") {
greeter = event.queryStringParameters.greeter;
} else if (event.multiValueHeaders && event.multiValueHeaders.greeter &&
event.multiValueHeaders.greeter != "") {
greeter = event.multiValueHeaders.greeter.join(" and ");
} else if (event.headers && event.headers.greeter && event.headers.greeter != "") {
greeter = event.headers.greeter;
}

};

res.body = "Hello, " + greeter + "!";
callback(null, res);

これをカスタムの Lambda 統合のセットアップ (p. 296)と比較すると、この Lambda 関数への入力はリ
クエストパラメータと本文で表現できます。クライアントが同じ入力データを渡すことができるように、
自由度は高くなっています。ここで、クライアントは、クエリ文字列パラメータ、ヘッダ、または本文プ
ロパティとして Greeter の名前を渡すことができます。この関数は、カスタムの Lambda 統合をサポート
することもできます。API のセットアップはより簡単です。メソッドレスポンスまたは統合レスポンスを
設定することはありません。
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AWS CLI を使用して Lambda プロキシ統合をセットアップするには
1.

create-rest-api コマンドを呼び出して API を作成します。
aws apigateway create-rest-api --name 'HelloWorld (AWS CLI)' --region us-west-2

レスポンスの作成された API の id 値 (te6si5ach7) を書き留めます。
{

}

"name": "HelloWorldProxy (AWS CLI)",
"id": "te6si5ach7",
"createdDate": 1508461860

このセクションでは、API id が必要です。
2.

get-resources コマンドを呼び出して、ルートリソース id を取得します。
aws apigateway get-resources --rest-api-id te6si5ach7 --region us-west-2

正常なレスポンスは次のように表示されます。
{

}

"items": [
{
"path": "/",
"id": "krznpq9xpg"
}
]

ルートリソース id 値 (krznpq9xpg) を書き留めます。これは次のステップおよび後で必要になりま
す。
3.

create-resource を呼び出して、/greeting の API Gateway リソースを作成します。
aws apigateway create-resource --rest-api-id te6si5ach7 \
--region us-west-2 \
--parent-id krznpq9xpg \
--path-part {proxy+}

正常に終了すると、レスポンスは以下のようになります。
{

}

"path": "/{proxy+}",
"pathPart": "{proxy+}",
"id": "2jf6xt",
"parentId": "krznpq9xpg"

作成された {proxy+} リソースの id 値 (2jf6xt) を書き留めます。次のステップでは、/{proxy+}
リソース上にメソッドを作成する必要があります。
4.

put-method を呼び出して、ANY の ANY /{proxy+} メソッドリクエストを作成します。
aws apigateway put-method --rest-api-id te6si5ach7 \
--region us-west-2 \
--resource-id 2jf6xt \
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--authorization-type "NONE"

正常に終了すると、レスポンスは以下のようになります。
{

}

"apiKeyRequired": false,
"httpMethod": "ANY",
"authorizationType": "NONE"

この API メソッドでは、クライアントはバックエンドの Lambda 関数からお知らせを受信または送信
できます。
5.

put-integration を呼び出して、ANY /{proxy+} という名前の Lambda 関数で HelloWorld メ
ソッドの統合をセットアップします。この関数は、"Hello, {name}!" パラメータが提供されてい
る場合は greeter、クエリ文字列パラメータが設定されていない場合は "Hello, World!" のメッ
セージでリクエストに応答します。
aws apigateway put-integration \
--region us-west-2 \
--rest-api-id te6si5ach7 \
--resource-id 2jf6xt \
--http-method ANY \
--type AWS_PROXY \
--integration-http-method POST \
--uri arn:aws:apigateway:us-east-1:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:HelloWorld/invocations \
--credentials arn:aws:iam::123456789012:role/apigAwsProxyRole

Important
Lambda 統合では、関数呼び出しの Lambda サービスアクションの仕様に従って、統合リク
エストに POST の HTTP メソッドを使用する必要があります。apigAwsProxyRole の IAM
ロールは、apigateway サービスが Lambda 関数を呼び出せるようにするポリシーが必要で
す。IAM 許可の詳細については、「the section called “ API を呼び出すための API Gateway
アクセス許可モデル” (p. 243)」を参照してください。
正しい出力は次の例のようになります。
{

"passthroughBehavior": "WHEN_NO_MATCH",
"cacheKeyParameters": [],
"uri": "arn:aws:apigateway:us-east-1:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-east-1:1234567890:function:HelloWorld/invocations",
"httpMethod": "POST",
"cacheNamespace": "vvom7n",
"credentials": "arn:aws:iam::1234567890:role/apigAwsProxyRole",
"type": "AWS_PROXY"
}

credentials の IAM ロールを指定する代わりに、add-permission コマンドを呼び出して、リソー
スベースのアクセス許可を追加することができます。これは、API Gateway コンソールが行うことで
す。
6.

create-deployment を呼び出して、API を test ステージにデプロイします。
aws apigateway create-deployment --rest-api-id te6si5ach7 --stage-name test
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7.

ターミナルで次の cURL コマンドを使用して API をテストします。
?greeter=jane のクエリ文字列パラメータを使用して API を呼び出します。
curl -X GET 'https://te6si5ach7.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/test/greeting?
greeter=jane' \
-H 'authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential={access_key}/20171020/us-west-2/
execute-api/aws4_request, \
SignedHeaders=content-type;host;x-amz-date, Signature=f327...5751'

greeter:jane のヘッダーパラメータを使用して API を呼び出します。
curl -X GET https://te6si5ach7.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/test/hi \
-H 'authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential={access_key}/20171020/us-west-2/
execute-api/aws4_request, \
SignedHeaders=content-type;host;x-amz-date, Signature=f327...5751' \
-H 'content-type: application/json' \
-H 'greeter: jane'

{"greeter":"jane"} の本文を使用して API を呼び出します。
curl -X POST https://te6si5ach7.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/test \
-H 'authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential={access_key}/20171020/us-west-2/
execute-api/aws4_request, \
SignedHeaders=content-type;host;x-amz-date, Signature=f327...5751' \
-H 'content-type: application/json' \
-d '{ "greeter": "jane" }'

すべてのケースで、出力は、次のレスポンス本文を持つ 200 レスポンスです。
Hello, jane!

プロキシ統合のための Lambda 関数の入力形式
Lambda プロキシ統合では、API Gateway がクライアントリクエスト全体をバックエンド Lambda 関数の
入力 event パラメータにマップします。次の例は、API Gateway が Lambda プロキシ統合に送信するイ
ベントの構造を示しています。
{

"resource": "/my/path",
"path": "/my/path",
"httpMethod": "GET",
"headers": {
"header1": "value1",
"header2": "value2"
},
"multiValueHeaders": {
"header1": [
"value1"
],
"header2": [
"value1",
"value2"
]
},
"queryStringParameters": {
"parameter1": "value1",
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}

"parameter2": "value"
},
"multiValueQueryStringParameters": {
"parameter1": [
"value1",
"value2"
],
"parameter2": [
"value"
]
},
"requestContext": {
"accountId": "123456789012",
"apiId": "id",
"authorizer": {
"claims": null,
"scopes": null
},
"domainName": "id.execute-api.us-east-1.amazonaws.com",
"domainPrefix": "id",
"extendedRequestId": "request-id",
"httpMethod": "GET",
"identity": {
"accessKey": null,
"accountId": null,
"caller": null,
"cognitoAuthenticationProvider": null,
"cognitoAuthenticationType": null,
"cognitoIdentityId": null,
"cognitoIdentityPoolId": null,
"principalOrgId": null,
"sourceIp": "IP",
"user": null,
"userAgent": "user-agent",
"userArn": null,
"clientCert": {
"clientCertPem": "CERT_CONTENT",
"subjectDN": "www.example.com",
"issuerDN": "Example issuer",
"serialNumber": "a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1",
"validity": {
"notBefore": "May 28 12:30:02 2019 GMT",
"notAfter": "Aug 5 09:36:04 2021 GMT"
}
}
},
"path": "/my/path",
"protocol": "HTTP/1.1",
"requestId": "id=",
"requestTime": "04/Mar/2020:19:15:17 +0000",
"requestTimeEpoch": 1583349317135,
"resourceId": null,
"resourcePath": "/my/path",
"stage": "$default"
},
"pathParameters": null,
"stageVariables": null,
"body": "Hello from Lambda!",
"isBase64Encoded": false

Note
入力値は、次のようになります。
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• headers キーには、単一値のヘッダーのみを含めることができます。
• multiValueHeaders キーには、複数値のヘッダーや単一値のヘッダーを含めることができま
す。
• headers と multiValueHeaders の両方の値を指定した場合、API Gateway はそれ
らを単一のリストにマージします。同じキーと値のペアが両方で指定された場合にの
み、multiValueHeaders の値が、マージされたリストに表示されます。
バックエンド Lambda 関数への入力では、requestContext オブジェクトはキーと値のペアのマップで
す。各ペアにおいて、キーは $context (p. 365) 変数プロパティの名前であり、値はそのプロパティの値
です。API Gateway は、マップに新しいキーを追加することがあります。
有効になっている機能に応じて、requestContext マップは API ごとに異なる場合があります。
たとえば、前述の例では、認証タイプが指定されていないため、$context.authorizer.* や
$context.identity.* プロパティは存在しません。認証タイプが指定されると、API Gateway は、認
証されたユーザー情報を requestContext.identity オブジェクト内の統合エンドポイントに次のよう
に渡します。
• 認証タイプが AWS_IAM の場合、認証されるユーザー情報には $context.identity.* プロパティが
含まれます。
• 認証タイプが COGNITO_USER_POOLS (Amazon Cognito オーソライザー) の場合、認証されるユーザー
情報には $context.identity.cognito* および $context.authorizer.claims.* プロパティが
含まれます。
• 認証タイプが CUSTOM (Lambda オーソライザー) の場合、認証されるユーザー情報には
$context.authorizer.principalId およびその他の該当する $context.authorizer.* プロパ
ティが含まれます。

プロキシ統合のための Lambda 関数の出力形式
Lambda プロキシ統合では、以下の JSON 形式に従って出力を返すために、API Gateway はバックエンド
の Lambda 関数を必要とします。
{

}

"isBase64Encoded": true|false,
"statusCode": httpStatusCode,
"headers": { "headerName": "headerValue", ... },
"multiValueHeaders": { "headerName": ["headerValue", "headerValue2", ...], ... },
"body": "..."

出力では、次のようになります。
• 余分なレスポンスヘッダーが返されない場合、headers および multiValueHeaders キーは指定され
ません。
• headers キーには、単一値のヘッダーのみを含めることができます。
• multiValueHeaders キーには、複数値のヘッダーや単一値のヘッダーを含めることができま
す。multiValueHeaders キーを使用して、単一値のヘッダーを含めて、すべてのヘッダーを指定する
ことができます。
• headers と multiValueHeaders の両方の値を指定した場合、API Gateway はそれらを単一のリスト
にマージします。同じキーと値のペアが両方で指定された場合にのみ、multiValueHeaders の値が、
マージされたリストに表示されます。
Lambda プロキシ統合に対して CORS を有効にするには、Access-Control-Allow-Origin:domainname を出力 headers に追加する必要があります。domain-name は、任意のドメイン名に対して * にす
ることができます。出力 body は、メソッドレスポンスペイロードとしてフロントエンドにマーシャリン
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グされます。body がバイナリ BLOB の場合、isBase64Encoded を true に設定し、*/* を [バイナリ
メディアタイプ] に設定することで、Base64 エンコード文字列としてエンコードできます。それ以外の場
合は、false に設定するか、指定しないでおくことができます。

Note
バイナリサポートの有効化に関する詳細については、API Gateway コンソールを使用したバイ
ナリサポートの有効化 (p. 396) を参照してください。サンプルの Lambda 関数については、
「Lambda プロキシ統合からバイナリメディアを返す (p. 404)」を参照してください。
関数出力が別の形式である場合、API Gateway は 502 Bad Gateway エラーレスポンスを返します。
Node.js での Lambda 関数でレスポンスを返すには、次のようなコマンドを使用できます。
• 成功した場合の結果を返すには、callback(null, {"statusCode": 200, "body":
"results"}) を呼び出します。
• 例外をスローするには、callback(new Error('internal server error')) を呼び出します。
• クライアント側エラーの場合 (必要なパラメータがない場合など)、callback(null,
{"statusCode": 400, "body": "Missing parameters of ..."}) を呼び出して、例外をス
ローせずにエラーを返すことができます。
Node.js の Lambda async 関数では、同等の構文は次のようになります。
• 成功した場合の結果を返すには、return {"statusCode": 200, "body": "results"} を呼び出
します。
• 例外をスローするには、throw new Error("internal server error") を呼び出します。
• クライアント側エラーの場合 (必要なパラメータがない場合など)、return {"statusCode": 400,
"body": "Missing parameters of ..."} を呼び出して、例外をスローせずにエラーを返すこと
ができます。

API Gateway で Lambda カスタム統合を設定する
カスタムの Lambda 統合をセットアップする方法を表示するには、GET /greeting?greeter={name}
メソッドを公開する API Gateway API を作成して、Lambda 関数を呼び出します。この関数は、"Hello,
{name}!" パラメータの値が空白でない文字列の場合は、greeter のメッセージで応答しま
す。"Hello, World!" の値が空の文字列の場合は、greeter のメッセージを返します。着信リクエ
ストで greeter パラメータが設定されていない場合、この関数は "Missing the required greeter
parameter." のエラーメッセージを返します。関数名を HelloWorld とします。
参考までに、Lambda 関数の Node.js バージョンは、次のように表示されます。
exports.handler = function(event, context, callback) {
var res ={
"statusCode": 200,
"headers": {
"Content-Type": "*/*"
}
};
if (event.greeter==null) {
callback(new Error('Missing the required greeter parameter.'));
} else if (event.greeter === "") {
res.body = "Hello, World";
callback(null, res);
} else {
res.body = "Hello, " + event.greeter +"!";
callback(null, res);
}

295

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
統合
};

これは、Lambda コンソールで、または AWS CLI を使用して作成できます。このセクションでは、次の
ARN を使用してこの関数を参照します。
arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:HelloWorld

バックエンドに Lambda 関数を設定すると、API のセットアップに進みます。

AWS CLI を使用して Lambda カスタム統合をセットアップするには
1.

create-rest-api コマンドを呼び出して API を作成します。
aws apigateway create-rest-api --name 'HelloWorld (AWS CLI)' --region us-west-2

レスポンスの作成された API の id 値 (te6si5ach7) を書き留めます。
{

}

"name": "HelloWorld (AWS CLI)",
"id": "te6si5ach7",
"createdDate": 1508461860

このセクションでは、API id が必要です。
2.

get-resources コマンドを呼び出して、ルートリソース id を取得します。
aws apigateway get-resources --rest-api-id te6si5ach7 --region us-west-2

正常なレスポンスは次のとおりです。
{

}

"items": [
{
"path": "/",
"id": "krznpq9xpg"
}
]

ルートリソース id 値 (krznpq9xpg) を書き留めます。これは次のステップおよび後で必要になりま
す。
3.

create-resource を呼び出して、/greeting の API Gateway リソースを作成します。
aws apigateway create-resource --rest-api-id te6si5ach7 \
--region us-west-2 \
--parent-id krznpq9xpg \
--path-part greeting

正常に終了すると、レスポンスは以下のようになります。
{

"path": "/greeting",
"pathPart": "greeting",
"id": "2jf6xt",
"parentId": "krznpq9xpg"
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作成された greeting リソースの id 値 (2jf6xt) を書き留めます。次のステップでは、/greeting
リソース上にメソッドを作成する必要があります。
4.

put-method を呼び出して、GET /greeting?greeter={name} の API メソッドリクエストを作成
します。
aws apigateway put-method --rest-api-id te6si5ach7 \
--region us-west-2 \
--resource-id 2jf6xt \
--http-method GET \
--authorization-type "NONE" \
--request-parameters method.request.querystring.greeter=false

正常に終了すると、レスポンスは以下のようになります。
{

}

"apiKeyRequired": false,
"httpMethod": "GET",
"authorizationType": "NONE",
"requestParameters": {
"method.request.querystring.greeter": false
}

この API メソッドでは、クライアントはバックエンドの Lambda 関数からお知らせを受信できます。
バックエンドは匿名の発信者または匿名でない発信者のいずれかを処理する必要があるため、この
greeter パラメータはオプションです。
5.

put-method-response を呼び出して、200 OK のメソッドリクエストに対する GET /greeting?
greeter={name} レスポンスをセットアップします。
aws apigateway put-method-response \
--region us-west-2 \
--rest-api-id te6si5ach7 \
--resource-id 2jf6xt \
--http-method GET \
--status-code 200

6.

put-integration を呼び出して、GET /greeting?greeter={name} という名前の Lambda 関数
で HelloWorld メソッドの統合をセットアップします。この関数は、"Hello, {name}!" パラメー
タが提供されている場合は greeter、クエリ文字列パラメータが設定されていない場合は "Hello,
World!" のメッセージでリクエストに応答します。
aws apigateway put-integration \
--region us-west-2 \
--rest-api-id te6si5ach7 \
--resource-id 2jf6xt \
--http-method GET \
--type AWS \
--integration-http-method POST \
--uri arn:aws:apigateway:us-east-1:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:HelloWorld/invocations \
--request-templates file://path/to/integration-request-template.json \
--credentials arn:aws:iam::123456789012:role/apigAwsProxyRole

ここで、request-template パラメータ値、file://path/to/integration-requesttemplate.json は、integration-request-template.json ディレクトリの path/to という
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名前の JSON ファイルを指します。このファイルには、JSON オブジェクトとしてキーと値のマップ
が含まれます。キーはリクエストペイロードのメディアタイプであり、値は指定されたコンテンツタ
イプの本文のマッピングテンプレートです。この例では、JSON ファイルに次の JSON オブジェクト
が含まれています。
{"application/json":"{\"greeter\":\"$input.params('greeter')\"}"}

ここで指定されたマッピングテンプレートは、greeter クエリ文字列パラメータを JSON ペイロー
ドの greeter プロパティに変換します。Lambda 関数内の Lambda 関数への入力を本文で表現
する必要があるため、これが必要になります。"{\"greeter"\: \"'john'\"}" コマンドへの
request-template 入力値としてマップの JSON 文字列 (put-integration など) を使用できま
す。ただし、ファイル入力を使用すると、困難で時には不可能な、JSON オブジェクトを文字列化す
るのに必要な引用符エスケープを避けることができます。

Important
Lambda 統合では、関数呼び出しの Lambda サービスアクションの仕様に従って、統合リク
エストに POST の HTTP メソッドを使用する必要があります。uri パラメータは、関数呼び
出しアクションの ARN です。
正しい出力は次の例のようになります。
{

"passthroughBehavior": "WHEN_NO_MATCH",
"cacheKeyParameters": [],
"uri": "arn:aws:apigateway:us-east-1:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:HelloWorld/invocations",
"httpMethod": "POST",
"requestTemplates": {
"application/json": "{\"greeter\":\"$input.params('greeter')\"}"
},
"cacheNamespace": "krznpq9xpg",
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/apigAwsProxyRole",
"type": "AWS"
}

apigAwsProxyRole の IAM ロールは、apigateway サービスが Lambda 関数を呼び出せるように
するポリシーが必要です。credentials の IAM ロールを指定する代わりに、add-permission コマン
ドを呼び出して、リソースベースのアクセス許可を追加することができます。これは、API Gateway
コンソールがこれらのアクセス許可を追加する方法です。
7.

put-integration-response を呼び出して、Lambda 関数の出力を 200 OK メソッドレスポンス
としてクライアントに渡すように統合レスポンスをセットアップします。
aws apigateway put-integration-response \
--region us-west-2 \
--rest-api-id te6si5ach7 \
--resource-id 2jf6xt \
--http-method GET \
--status-code 200 \
--selection-pattern ""

選択パターンを空の文字列に設定すると、200 OK レスポンスがデフォルトになります。
正常なレスポンスは次のようになります。
{

"selectionPattern": "",
"statusCode": "200"
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8.

create-deployment を呼び出して、API を test ステージにデプロイします。
aws apigateway create-deployment --rest-api-id te6si5ach7 --stage-name test

9.

ターミナルで次の cURL コマンドを使用して API をテストします。
curl -X GET 'https://te6si5ach7.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/test/greeting?
greeter=me' \
-H 'authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential={access_key}/20171020/uswest-2/execute-api/aws4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-date,
Signature=f327...5751'

バックエンド Lambda 関数の非同期呼び出しをセットアップする
Lambda 非プロキシ (カスタム) 統合では、デフォルトでバックエンド Lambda 関数が同期的に呼び出され
ます。これは、ほとんどの REST API 操作に必要な動作です。ただし、一部のアプリケーションでは非同
期で作業を実行する必要があります (バッチオペレーションまたは長時間レイテンシーオペレーションと
して実行)。通常、これは別々のバックエンドコンポーネントで実行されます。この場合は、バックエンド
Lambda 関数は非同期に呼び出され、フロントエンドの REST API メソッドは結果を返しません。
'Event' を Lambda 呼び出しタイプとして指定することで、Lambda 非プロキシ統合用の Lambda 関数
を非同期的に呼び出すように設定できます。これは次のように行います。

API Gateway コンソールで Lambda 非同期呼び出しを設定する
すべての呼び出しを非同期にするには：
•

[Integration Request (統合リクエスト)] で、X-Amz-Invocation-Type の静的な値の 'Event' ヘッ
ダーを追加します。

クライアントが、呼び出しが非同期か同期かを判断するには、次のようにします。
1.

[Method Request (メソッドリクエスト)] で、InvocationType ヘッダーを追加します。

2.

[Integration Request (統合リクエスト)] で、X-Amz-Invocation-Type のマッピング式を使用して
method.request.header.InvocationType ヘッダーを追加します。

3.

クライアントは、非同期呼び出しには API リクエストにInvocationType: Event ヘッダーを含め
るか、同期呼び出しには InvocationType: RequestResponse を含めることができます。

API Gateway で Lambda エラーを処理する
Lambda カスタム統合の場合、統合レスポンスで Lambda によって返されたエラーを、クライアントの標
準 HTTP エラーレスポンスにマップする必要があります。そうしないと、Lambda のエラーはデフォルト
で 200 OK レスポンスとして返されるため、API ユーザーは直感的に理解できません。
Lambda から返されるエラーには、標準エラーとカスタムエラーの 2 種類があります。API では、これら
を異なる方法で処理する必要があります。
Lambda プロキシ統合では、Lambda は次の形式で出力を返す必要があります。
{

"isBase64Encoded" : "boolean",
"statusCode": "number",
"headers": { ... },
"body": "JSON string"
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この出力で、通常、statusCode の 4XX はクライアントエラー、5XX はサーバーエラーです。API
Gateway では、これらのエラーを処理する方法として、指定された statusCode に従って Lambda エ
ラーを HTTP エラーレスポンスにマッピングします。API Gateway がクライアントへのレスポンスの一部
としてエラータイプ (InvalidParameterException など) を渡すには、Lambda 関数がヘッダー ("XAmzn-ErrorType":"InvalidParameterException" など) を headers プロパティに含める必要があ
ります。
トピック
• API Gateway で標準の Lambda エラーを処理する (p. 300)
• API Gateway でカスタム Lambda エラーを処理する (p. 301)

API Gateway で標準の Lambda エラーを処理する
AWS Lambda の標準エラーは次の形式になります。
{

}

"errorMessage": "<replaceable>string</replaceable>",
"errorType": "<replaceable>string</replaceable>",
"stackTrace": [
"<replaceable>string</replaceable>",
...
]

ここで、errorMessage はエラーの文字列式です。errorType は、言語に依存するエラーまたは例外タ
イプです。stackTrace は、エラーの発生につながったスタックトレースを示す文字列式のリストです。
たとえば、次の JavaScript (Node.js) Lambda 関数について考えてみます。
exports.handler = function(event, context, callback) {
callback(new Error("Malformed input ..."));
};

この関数は、Malformed input ... をエラーメッセージとする、次の Lambda 標準エラーを返しま
す。
{

}

"errorMessage": "Malformed input ...",
"errorType": "Error",
"stackTrace": [
"exports.handler (/var/task/index.js:3:14)"
]

同様に、次の例は同じ Exception をエラーメッセージとし、Malformed input ... をスローする
Python Lambda 関数です。
def lambda_handler(event, context):
raise Exception('Malformed input ...')

この関数は、次の Lambda 標準エラーを返します。
{

"stackTrace": [
[
"/var/task/lambda_function.py",
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"lambda_handler",
"raise Exception('Malformed input ...')"

}

]
],
"errorType": "Exception",
"errorMessage": "Malformed input ..."

errorType プロパティと stackTrace プロパティの値は、言語に依存します。この標準エラー
は、Error オブジェクトの拡張または Exception クラスのサブクラスである各エラーオブジェクトにも
適用されます。
Lambda の標準エラーをメソッドレスポンスにマッピングするには、まず該当する Lambda エラーの
HTTP スタータスコードを確認する必要があります。次に、その HTTP ステータスコードに関連付けら
れた IntegrationResponse の selectionPattern プロパティで正規表現パターンを設定します。API
Gateway コンソールでは、この selectionPattern が [統合レスポンス] 設定エディタの [Lambda エ
ラーの正規表現] として示されます。

Note
API Gateway は、レスポンスマッピングに Java パターンスタイルの正規表現を使用します。詳
細については、Oracle ドキュメントの「パターン」を参照してください。
たとえば、新しい selectionPattern 式を設定するには、AWS CLI を使用して、次の put-integrationresponse コマンドを呼び出します。
aws apigateway put-integration-response --rest-api-id z0vprf0mdh --resource-id x3o5ih -http-method GET --status-code 400 --selection-pattern "Invalid*" --region us-west-2

メソッドレスポンス (p. 220)で対応するエラーコード (400) も必ず設定します。そうしないと、ランタイ
ムに API Gateway から無効な設定エラーレスポンスがスローされます。

Note
ランタイムに、API Gateway は Lambda エラーの errorMessage を selectionPattern プロ
パティの正規表現のパターンと照合します。一致すると、API Gateway は Lambda エラーを、
対応する HTTP ステータスコードの HTTP レスポンスとして返します。一致しない場合、API
Gateway はエラーをデフォルトレスポンスとして返すか、デフォルトレスポンスが設定されてい
なければ、無効な設定例外をスローします。
特定のレスポンスで selectionPattern の値を .* に設定すると、このレスポンスはデフォル
トのレスポンスとしてリセットされます。このような選択パターンは null (任意の未指定のエラー
メッセージ) を含むすべてのエラーメッセージに一致するためです。その結果のマッピングによ
り、デフォルトのマッピングが上書きされます。
selectionPattern を使用して既存の AWS CLI 値を更新するには、update-integration-response オペ
レーションを呼び出し、/selectionPattern のパス値を Malformed* パターンの指定された正規表現
式に置き換えます。
API Gateway コンソールを使用して selectionPattern 式を設定するには、指定された HTTP ステータ
スコードの統合レスポンスを設定または更新するときに、[Lambda エラーの正規表現] テキストボックス
に式を入力します。

API Gateway でカスタム Lambda エラーを処理する
AWS Lambda では、前のセクションで説明した標準エラーの代わりにカスタムエラーオブジェクトを
JSON 文字列として返すことができます。エラーは、任意の有効な JSON オブジェクトです。たとえば、
次の JavaScript (Node.js) Lambda 関数はカスタムエラーを返します。
exports.handler = (event, context, callback) => {
...
// Error caught here:
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};

var myErrorObj = {
errorType : "InternalServerError",
httpStatus : 500,
requestId : context.awsRequestId,
trace : {
"function": "abc()",
"line": 123,
"file": "abc.js"
}
}
callback(JSON.stringify(myErrorObj));

callback を呼び出して関数を終了する前に、myErrorObj オブジェクトを JSON 文字列に変換する必要
があります。そうしないと、myErrorObj は "[object Object]" の文字列として返されます。API の
メソッドを前の Lambda 関数と統合すると、API Gateway は以下の内容をペイロードとする統合レスポン
スを受け取ります。
{

"errorMessage": "{\"errorType\":\"InternalServerError\",\"httpStatus\":500,\"requestId
\":\"e5849002-39a0-11e7-a419-5bb5807c9fb2\",\"trace\":{\"function\":\"abc()\",\"line\":123,
\"file\":\"abc.js\"}}"
}

通常の統合レスポンスと同様に、このエラーレスポンスはそのままメソッドレスポンスに渡すことがで
きます。または、本文マッピングテンプレートを使用してペイロードを別の形式に変換することもできま
す。次の例は、ステータスコードが 500 のメソッドレスポンスの本文マッピングテンプレートです。
{
}

errorMessage: $input.path('$.errorMessage');

このテンプレートは、カスタムエラーの JSON 文字列が含まれている統合レスポンス本文を、次のメソッ
ドレスポンス本文に変換します。このメソッドレスポンス本文には、カスタムエラーの JSON オブジェク
トが含まれています。
{

};

"errorMessage" : {
errorType : "InternalServerError",
httpStatus : 500,
requestId : context.awsRequestId,
trace : {
"function": "abc()",
"line": 123,
"file": "abc.js"
}
}

API の要件によっては、カスタムエラープロパティの一部または全部をメソッドレスポンスのヘッダーパ
ラメータとして渡す必要があります。そのためには、統合レスポンス本文からメソッドレスポンスヘッ
ダーにカスタムエラーマッピングを適用します。
たとえば、次の OpenAPI 拡張
は、errorMessage.errorType、errorMessage.httpStatus、errorMessage.trace.function、
および errorMessage.trace プロパティから、それぞれ
error_type、error_status、error_trace_function、および error_trace ヘッダーへのマッピ
ングを定義します。
"x-amazon-apigateway-integration": {
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"default": {
"statusCode": "200",
"responseParameters": {
"method.response.header.error_trace_function":
"integration.response.body.errorMessage.trace.function",
"method.response.header.error_status":
"integration.response.body.errorMessage.httpStatus",
"method.response.header.error_type":
"integration.response.body.errorMessage.errorType",
"method.response.header.error_trace":
"integration.response.body.errorMessage.trace"
},
...
}
}

}

ランタイムに、API Gateway は integration.response.body パラメータを逆シリアル化して
ヘッダーマッピングを行います。ただし、この逆シリアル化は、Lambda のカスタムエラーレス
ポンスの本文からヘッダーへのマッピングにのみ適用され、$input.body を使用した本文から
本文へのマッピングには適用されません。これらのカスタムエラーの本文からヘッダーへのマッ
ピングでは、クライアントはメソッドレスポンスの一部として以下のヘッダーを受け取ります
(error_status、error_trace、error_trace_function、および error_type をメソッドリクエ
ストで宣言している場合)。
"error_status":"500",
"error_trace":"{\"function\":\"abc()\",\"line\":123,\"file\":\"abc.js\"}",
"error_trace_function":"abc()",
"error_type":"InternalServerError"

統合レスポンス本文の errorMessage.trace プロパティは複合プロパティです。これは JSON 文字列と
して error_trace ヘッダーにマッピングされます。

API Gateway で HTTP 統合を設定する
HTTP プロキシ統合または HTTP カスタム統合を使用して、API メソッドを HTTP エンドポイントに統合
できます。
API Gateway は、次のエンドポイントポートをサポートします。80、443、および 1024-65535 です。
プロキシ統合では、セットアップは簡単です。コンテンツのエンコーディングやキャッシングが不要な場
合は、バックエンド要件に従って HTTP メソッドと HTTP エンドポイント URI を設定するだけで済みま
す。
カスタム統合では、セットアップは複雑になります。プロキシ統合のセットアップ手順に加えて、受信
リクエストデータがどのように統合リクエストにマッピングされるか、統合レスポンスデータの結果がメ
ソッド応答にどのようにマッピングされるかを指定する必要があります。
トピック
• API Gateway の HTTP プロキシ統合を設定する (p. 303)
• API Gateway の HTTP カスタム統合をセットアップする (p. 308)

API Gateway の HTTP プロキシ統合を設定する
HTTP プロキシ統合タイプを使用してプロキシリソースをセットアップするには、greedy パスパラメータ
(/parent/{proxy+} など) を使用して API リソースを作成し、このリソースを https://petstoredemo-endpoint.execute-api.com/petstore/{proxy} メソッドで HTTP バックエンドのエンドポ
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イント (ANY など) と統合します。greedy パスパラメーターは、リソースパスの末尾にある必要がありま
す。
非プロキシリソースと同様に、API Gateway コンソールを使用するか、OpenAPI 定義ファイルをインポー
トするか、API Gateway REST API を直接呼び出すことによって、プロキシリソースに HTTP プロキシ
統合をセットアップできます。API Gateway コンソールを使用して HTTP 統合でプロキシリソースを設
定する詳しい手順については、「チュートリアル: HTTP プロキシ統合を使用して REST API をビルドす
る (p. 44)」を参照してください。
以下の OpenAPI 定義ファイルは、PetStore ウェブサイトに統合された API とプロキシリソースの例を示
しています。
OpenAPI 3.0
{

"openapi": "3.0.0",
"info": {
"version": "2016-09-12T23:19:28Z",
"title": "PetStoreWithProxyResource"
},
"paths": {
"/{proxy+}": {
"x-amazon-apigateway-any-method": {
"parameters": [
{
"name": "proxy",
"in": "path",
"required": true,
"schema": {
"type": "string"
}
}
],
"responses": {},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"responses": {
"default": {
"statusCode": "200"
}
},
"requestParameters": {
"integration.request.path.proxy": "method.request.path.proxy"
},
"uri": "http://petstore-demo-endpoint.execute-api.com/petstore/{proxy}",
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "ANY",
"cacheNamespace": "rbftud",
"cacheKeyParameters": [
"method.request.path.proxy"
],
"type": "http_proxy"
}
}
}
},
"servers": [
{
"url": "https://4z9giyi2c1.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/{basePath}",
"variables": {
"basePath": {
"default": "/test"
}
}
}
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}

]

OpenAPI 2.0
{

}

"swagger": "2.0",
"info": {
"version": "2016-09-12T23:19:28Z",
"title": "PetStoreWithProxyResource"
},
"host": "4z9giyi2c1.execute-api.us-east-1.amazonaws.com",
"basePath": "/test",
"schemes": [
"https"
],
"paths": {
"/{proxy+}": {
"x-amazon-apigateway-any-method": {
"produces": [
"application/json"
],
"parameters": [
{
"name": "proxy",
"in": "path",
"required": true,
"type": "string"
}
],
"responses": {},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"responses": {
"default": {
"statusCode": "200"
}
},
"requestParameters": {
"integration.request.path.proxy": "method.request.path.proxy"
},
"uri": "http://petstore-demo-endpoint.execute-api.com/petstore/{proxy}",
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "ANY",
"cacheNamespace": "rbftud",
"cacheKeyParameters": [
"method.request.path.proxy"
],
"type": "http_proxy"
}
}
}
}

この例では、キャッシュのキーは、プロキシリソースの method.request.path.proxy パスパラメータ
で宣言されます。これにより、API Gateway コンソールを使用して API を作成するときのデフォルト設定
です。API ベースパス (/test、ステージに対応) はウェブサイトの PetStore ページ (/petstore) にマッ
ピングされます。単一の統合リクエストは、API の greedy パス変数とキャッチオールの ANY メソッドを
使用して、PetStore ウェブサイト全体をミラーリング処理します。以下の例に、このミラーリングを示し
ています。
• ANY を GET、{proxy+} を pets に設定
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フロントエンドから開始されたメソッドリクエスト:
GET https://4z9giyi2c1.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/test/pets HTTP/1.1

バックエンドに送信された統合リクエスト:
GET http://petstore-demo-endpoint.execute-api.com/petstore/pets HTTP/1.1

ANY メソッドの実行時インスタンスとプロキシリソースの両方が有効です。呼び出しは 200 OK レスポ
ンスと、バックエンドから返されたペットの最初のバッチが含まれるペイロードを返します。
• ANY を GET、{proxy+} を pets?type=dog に設定
GET https://4z9giyi2c1.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/test/pets?type=dog HTTP/1.1

バックエンドに送信された統合リクエスト:
GET http://petstore-demo-endpoint.execute-api.com/petstore/pets?type=dog HTTP/1.1

ANY メソッドの実行時インスタンスとプロキシリソースの両方が有効です。呼び出しは 200 OK レスポ
ンスと、バックエンドから返された特定の犬の最初のバッチが含まれるペイロードを返します。
• ANY を GET、{proxy+} を pets/{petId} に設定
フロントエンドから開始されたメソッドリクエスト:
GET https://4z9giyi2c1.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/test/pets/1 HTTP/1.1

バックエンドに送信された統合リクエスト:
GET http://petstore-demo-endpoint.execute-api.com/petstore/pets/1 HTTP/1.1

ANY メソッドの実行時インスタンスとプロキシリソースの両方が有効です。呼び出しは 200 OK レスポ
ンスと、バックエンドから返された特定のペットが含まれるペイロードを返します。
• ANY を POST、{proxy+} を pets に設定
フロントエンドから開始されたメソッドリクエスト:
POST https://4z9giyi2c1.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/test/pets HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Content-Length: ...
{
}

"type" : "dog",
"price" : 1001.00

バックエンドに送信された統合リクエスト:
POST http://petstore-demo-endpoint.execute-api.com/petstore/pets HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Content-Length: ...
{

"type" : "dog",
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}

"price" : 1001.00

ANY メソッドの実行時インスタンスとプロキシリソースの両方が有効です。呼び出しは 200 OK レスポ
ンスと、バックエンドから返された新しく作成したペットが含まれるペイロードを返します。
• ANY を GET、{proxy+} を pets/cat に設定
フロントエンドから開始されたメソッドリクエスト:
GET https://4z9giyi2c1.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/test/pets/cat

バックエンドに送信された統合リクエスト:
GET http://petstore-demo-endpoint.execute-api.com/petstore/pets/cat

プロキシリソースパスの実行時インスタンスが、バックエンドのエンドポイントに対応しておらず、結
果としいて生成されるリクエストは無効です。その結果、400 Bad Request レスポンスが次のエラー
メッセージとともに返されます。
{

}

"errors": [
{
"key": "Pet2.type",
"message": "Missing required field"
},
{
"key": "Pet2.price",
"message": "Missing required field"
}
]

• ANY を GET、{proxy+} を null に設定
フロントエンドから開始されたメソッドリクエスト:
GET https://4z9giyi2c1.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/test

バックエンドに送信された統合リクエスト:
GET http://petstore-demo-endpoint.execute-api.com/petstore/pets

対象のリソースはプロキシリソースの親ですが、ANY メソッドを実行時インスタンスは、そのリソー
スの API に定義されていません。その結果、この GET リクエストは、403 Forbidden レスポンス
と、API Gateway から返された Missing Authentication Token エラーを返します。API が親リ
ソース (ANY) で GET または / メソッドを公開している場合、呼び出しからは 404 Not Found レスポ
ンスと、バックエンドから返された Cannot GET /petstore メッセージが返されます。
クライアントリクエストの場合、対象のエンドポイント URL が無効であるか、HTTP 動詞が有効であって
もサポートされていない場合、バックエンドは 404 Not Found レスポンスを返します。サポートされて
いない HTTP メソッドの場合は、403 Forbidden レスポンスが返されます。
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API Gateway の HTTP カスタム統合をセットアップする
HTTP カスタム統合により、API メソッドと API 統合の間を行き来するデータと行き来の方法をより詳細
に制御できます。これにはデータマッピングを使用します。
メソッドリクエストのセットアップの一環として、Method リソースの requestParameters プロパティを
設定します。これにより、クライアントからプロビジョニングされるメソッドリクエストパラメーター
のうち、バックエンドにディスパッチされる前に統合リクエストパラメーターや該当する本文プロパティ
にマッピングされるものが宣言されます。次に、統合リクエストのセットアップの一環として、対応す
る Integration リソースで requestParameters プロパティを設定し、パラメータ間のマッピングを指定し
ます。また、requestTemplates プロパティを設定し、サポートされているコンテンツタイプにつき 1 つ
ずつ、マッピングテンプレートを指定します。マッピングテンプレートは、メソッドリクエストパラメー
ターや本文を統合リクエストボディにマッピングします。
同様に、メソッドレスポンスのセットアップの一環として、MethodResponse リソースで
responseParameters プロパティを設定します。これにより、クライアントにディスパッチされるメソッド
レスポンスパラメーターのうち、統合レスポンスパラメーターからまたはバックエンドから返された該当
する本文プロパティからマッピングされるものが宣言されます。次に、統合レスポンスのセットアップの
一環として、対応する IntegrationResponse リソースで responseParameters プロパティを設定し、パラ
メータからパラメータへのマッピングを指定します。また、responseTemplates マップを設定し、サポー
トされているコンテンツタイプごとにマッピングテンプレートを 1 つずつ指定します。マッピングテンプ
レートは、統合レスポンスパラメーターや統合レスポンス本文のプロパティをメソッドレスポンス本文に
マッピングします。
マッピングテンプレートの設定の詳細については、「REST API のデータ変換の設定 (p. 331)」を参照し
てください。

API Gateway プライベート統合の設定
API Gateway のプライベートな統合により、VPC 内にある HTTP/HTTPS リソースを VPC 外のクライア
ントがアクセスできるように簡単に公開できます。プライベート VPC リソースへのアクセスを VPC 境界
を超えて拡張するために、プライベート統合で API を作成できます。API Gateway がサポートする認証方
法 (p. 225)より、API へのアクセスを制御できます。
プライベート統合を作成するには、まず Network Load Balancer を作成する必要があります。Network
Load Balancer には、VPC 内のリソースにリクエストをルーティングするリスナーが必要です。API の可
用性を高めるには、Network Load Balancer が、AWS リージョン内の複数のアベイラビリティーゾーンに
あるリソースにトラフィックをルーティングするようにします。その後、API と Network Load Balancer
を接続するために使用する VPC リンクを作成します。VPC リンクを作成したら、プライベート統合を作
成して、VPC リンクと Network Load Balancer を介して API から VPC 内のリソースにトラフィックを
ルーティングします。

Note
Network Load Balancer と API は、同じ AWS アカウントによって所有されている必要がありま
す。
API Gateway のプライベート統合を使用すると、プライベートネットワーク設定やテクノロジー固有の
アプライアンスの詳細な知識がなくても、VPC 内の HTTP/HTTPS リソースへのアクセスを有効にできま
す。
トピック
• API Gateway のプライベート統合の Network Load Balancer を設定する (p. 309)
• VPC リンクを作成するためのアクセス許可の付与 (p. 309)
• API Gateway コンソールを使用して、プライベート統合を使用する API Gateway API を設定す
る (p. 310)
• AWS CLI を使用してプライベート統合で API Gateway API をセットアップする (p. 310)
• OpenAPI でプライベート統合を使用して API を設定する (p. 313)
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• プライベート統合用の API Gateway アカウント (p. 315)

API Gateway のプライベート統合の Network Load Balancer を設定する
次の手順では、Amazon EC2 コンソールを使用して API Gateway のプライベート統合用に Network Load
Balancer (NLB) を設定するステップを説明し、各ステップの詳細な手順の参照を提供します。
各 VPC にリソースがあり、1 つの NLB と 1 つ VPCLink 設定するだけで済みます。NLB は、NLB あたり
複数のリスナーとターゲットグループをサポートしています。各サービスを NLB の特定のリスナーとして
設定でき、単一の VPCLink を使用して NLB に接続できます。API Gateway でプライベート統合を作成す
るときに、各サービスに割り当てられた特定のポートを使用して、各サービスを定義します。詳細につい
ては、「the section called “チュートリアル: プライベート統合を使用して API をビルドする” (p. 79)」を参
照してください。

Note
Network Load Balancer と API は、同じ AWS アカウントによって所有されている必要がありま
す。

API Gateway コンソールを使用してプライベート統合用の Network Load Balancer を作成するに
は
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon EC2 コンソール (https://
console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

Amazon EC2 インスタンスでウェブサーバーを設定します。設定例については、「Amazon Linux へ
の LAMP ウェブサーバーのインストール」を参照してください。

3.

Network Load Balancer を作成し、ターゲットグループに EC2 インスタンスを登録し、ターゲッ
トグループを Network Load Balancer のリスナーに追加します。詳細については、「Network Load
Balancer の使用開始」の手順に従います。
Network Load Balancer が作成されたら、その ARN に注意してください。API を Network Load
Balancer の背後にある VPC リソースと統合するために、API Gateway に VPC リンクを作成する際に
それが必要になります。

VPC リンクを作成するためのアクセス許可の付与
VPC リンクを作成および維持するためのアカウント内のユーザーは、VPC エンドポイントサービス設定
の作成、削除、および表示、VPC エンドポイントサービスのアクセス許可の変更、およびロードバラン
サーの検証の権限を持っている必要があります。このような権限を付与するには、次のステップを使用し
ます。

VpcLink を作成および更新するためのアクセス許可を与えるには
1.

次のような IAM ポリシーを作成します。
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration",
"ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
"ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
"ec2:ModifyVpcEndpointServicePermissions"
],
"Resource":"*"
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},
{

}

]

}

"Effect":"Allow",
"Action":[
"elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers"
],
"Resource":"*"

2.

IAM ロールを作成または選択し、前述のポリシーをロールに添付します。

3.

自分または VPC リンクを作成しているアカウントのユーザーに IAM ロールを割り当てます。

API Gateway コンソールを使用して、プライベート統合を使用する API Gateway
API を設定する
API Gateway コンソールを使用してプライベート統合で API を設定する手順については、「チュートリア
ル: API Gateway のプライベート統合を使用して REST API をビルドする (p. 79)」を参照してください。

AWS CLI を使用してプライベート統合で API Gateway API をセットアップする
プライベート統合を使用して API を作成する前に、VPC リソースをセットアップする必要があります。
また、Network Load Balancer を作成し、VPC ソースをターゲットとして設定する必要があります。要
件が満たされていない場合は、「API Gateway のプライベート統合の Network Load Balancer を設定す
る (p. 309)」に従って VPC リソースをインストールし、Network Load Balancer を作成して、Network
Load Balancer のターゲットとして VPC リソースを設定します。

Note
Network Load Balancer と API は、同じ AWS アカウントによって所有されている必要がありま
す。
VpcLink を作成および管理するには、適切なアクセス権限が設定されている必要もあります。詳細につい
ては、「VPC リンクを作成するためのアクセス許可の付与 (p. 309)」を参照してください。

Note
API で VpcLink を作成するアクセス権限のみが必要です。VpcLink を使用するアクセス権限は
必要ありません。
Network Load Balancer が作成されたら、その ARN に注意してください。プライベート統合のために
VPC リンクを作成する際にそれが必要になります。

AWS CLI を使用して、プライベート統合で API を設定するには
1.

指定された Network Load Balancer を対象とする VpcLink を作成します。
この説明では、ARN の Network Load Balancer が arn:aws:elasticloadbalancing:useast-1:123456789012:loadbalancer/net/my-vpclink-test-nlb/1f8df693cd094a72 で
あることを前提としています。
aws apigateway create-vpc-link \
--name my-test-vpc-link \
--target-arns arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/net/
my-vpclink-test-nlb/1f8df693cd094a72

上記のコマンドは、すぐに次の応答を返します。リクエストの受信を確認し、作成中の PENDING の
VpcLink ステータスを表示します。
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{

"status": "PENDING",
"targetArns": [
"arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/net/myvpclink-test-nlb/1f8df693cd094a72"
],
"id": "gim7c3",
"name": "my-test-vpc-link"
}

API Gateway が VpcLink の作成を完了するまでに 2〜4 分かかります。操作が正常に終了する
と、status は AVAILABLE になります。次の CLI コマンドを呼び出すことで、これを確認できま
す。
aws apigateway get-vpc-link --vpc-link-id gim7c3

操作が失敗した場合、エラーメッセージを含む FAILED と共に statusMessage ステータスが表示さ
れます。たとえば、すでに VPC エンドポイントに関連付けられている Network Load Balancer を使用
して VpcLink を作成しようとすると、statusMessage プロパティで次のように表示されます。
"NLB is already associated with another VPC Endpoint Service"

VpcLink が正常に作成された後にのみ、API を作成し、VpcLink を通じて VPC リソースと統合する
準備ができます。
新しく作成された id (前述の出力の VpcLink) の gim7c3 値に注意してください。プライベート統合
を設定する際にそれが必要になります。
2.

API Gateway RestApi リソースを作成して API を設定します。
aws apigateway create-rest-api --name 'My VPC Link Test'

AWS 設定で指定されたデフォルトのリージョンを使用するために、endpoint-url と region の入
力パラメータが削除されました。
返された結果の RestApi の id 値に注意してください。この例では、それが、abcdef123 であるこ
とを前提としています。メソッドと統合の設定を含め、API のさらなる操作を実行するには、この値
が必要です。
例として、ルートリソース (GET) に / メソッドのみを持つ API を作成し、そのメソッドを VpcLink
と統合します。
3.

GET / メソッドを設定します。最初に、ルートリソース (/) の識別子を取得します。
aws apigateway get-resources --rest-api-id abcdef123

出力では、id パスの / 値に注意してください。この例では、それが、skpp60rab7 であることを前
提としています。
GET / の API メソッドに対するメソッドリクエストを設定します。
aws apigateway put-method \
--rest-api-id abcdef123 \
--resource-id skpp60rab7 \
--http-method GET \
--authorization-type "NONE"
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IAM アクセス許可、Lambda オーソライザー、または Amazon Cognito ユーザープールを使用して、
発信者を認証するには、authorization-type を AWS_IAM、CUSTOM、COGNITO_USER_POOLS に
それぞれ設定します。
VpcLink とのプロキシ統合を使用しない場合は、少なくとも 200 ステータスコードのメソッドレス
ポンスも設定する必要があります。ここでプロキシ統合を使用します。
4.

HTTP_PROXY 型のプライベート統合を設定し、次のように put-integration コマンドを呼び出し
ます。
aws apigateway put-integration \
--rest-api-id abcdef123 \
--resource-id skpp60rab7 \
--uri 'http://myApi.example.com' \
--http-method GET \
--type HTTP_PROXY \
--integration-http-method GET \
--connection-type VPC_LINK \
--connection-id gim7c3

プライベート統合の場合は、connection-type を VPC_LINK に設定し、connection-id を
VpcLink の識別子、または、VpcLink ID を参照するステージ変数に設定する必要があります。uri
パラメータは、エンドポイントへのルーティングリクエストには使用されませんが、Host ヘッダー
の設定および証明書の検証に使用されます。
成功すると、コマンドは以下の出力を返します。
{

}

"passthroughBehavior": "WHEN_NO_MATCH",
"timeoutInMillis": 29000,
"connectionId": "gim7c3",
"uri": "http://myApi.example.com",
"connectionType": "VPC_LINK",
"httpMethod": "GET",
"cacheNamespace": "skpp60rab7",
"type": "HTTP_PROXY",
"cacheKeyParameters": []

ステージ変数を使用して、統合を作成するときに connectionId プロパティを設定します。
aws apigateway put-integration \
--rest-api-id abcdef123 \
--resource-id skpp60rab7 \
--uri 'http://myApi.example.com' \
--http-method GET \
--type HTTP_PROXY \
--integration-http-method GET \
--connection-type VPC_LINK \
--connection-id "\${stageVariables.vpcLinkId}"

ステージ変数表現 (${stageVariables.vpcLinkId}) を二重引用符で囲み、$ 文字をエスケープし
ます。
または、統合を更新して connectionId 値をステージ変数を使用するように設定し直すこともでき
ます。。
aws apigateway update-integration \
--rest-api-id abcdef123 \
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--resource-id skpp60rab7 \
--http-method GET \
--patch-operations '[{"op":"replace","path":"/
connectionId","value":"${stageVariables.vpcLinkId}"}]'

文字列化された JSON リストを patch-operations パラメータ値として使用するようにしてくださ
い。
ステージ変数を使用して connectionId 値を設定すると、ステージ変数の値をリセットすることに
よって、同じ API を別の VpcLink と統合できるという利点があります。これは、API を別の VPC リ
ンクに切り替えて、別の Network Load Balancer または別の VPC に移行する場合に便利です。
プライベートプロキシ統合を使用していたため、API はデプロイメントおよびテスト実行をする準備
が整っています。非プロキシ統合では、API を HTTP カスタム統合を使用して (p. 50)設定するのと同
じように、メソッドのレスポンスと統合レスポンスも設定する必要があります。
5.

API をテストするには、API をデプロイします。これは、ステージ変数を VpcLink ID のプレースホ
ルダーとして使用した場合に必要です。ステージ変数を使用して、API をデプロイするには、次のよ
うに create-deployment コマンドを呼び出します。
aws apigateway create-deployment \
--rest-api-id abcdef123 \
--stage-name test \
--variables vpcLinkId=gim7c3

ステージ変数を別の VpcLink ID (例: asf9d7) で更新するには、update-stage コマンドを呼び出し
ます。
aws apigateway update-stage \
--rest-api-id abcdef123 \
--stage-name test \
--patch-operations op=replace,path='/variables/vpcLinkId',value='asf9d7'

API をテストするには、次の cURL コマンドを使用して API を呼び出します。
curl -X GET https://abcdef123.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/test

または、ウェブブラウザに API の invoke-URL を入力して結果を表示することもできます。
connection-id ID リテラルを使用して VpcLink プロパティをハードコードする場合は、testinvoke-method を呼び出して、API をデプロイする前にその呼び出しをテストすることもできま
す。

OpenAPI でプライベート統合を使用して API を設定する
API の OpenAPI ファイルをインポートすることで、プライベート統合を使用して API を設定することが
できます。これらの設定は、HTTP 統合を使用する API の OpenAPI 定義と似ていますが、次のような例
外があります。
• connectionType を明示的に VPC_LINK に設定する必要があります。
• connectionId を VpcLink の ID または VpcLink の ID を参照するステージ変数に明示的に設定する
必要があります。
• プライベート統合の uri パラメータは、VPC 内の HTTP/HTTPS エンドポイントを指しますが、代わり
に統合リクエストの Host ヘッダーを設定するために使用されます。

313

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
統合

• VPC 内の HTTPS エンドポイントとのプライベート統合における uri パラメータは、記載されているド
メイン名を VPC エンドポイントにインストールされている証明書内のドメイン名と照合するために使用
されます。
ステージ変数を使用して VpcLink ID を参照することができます。または、ID 値を connectionId に直
接割り当てることもできます。
次の JSON 形式の OpenAPI ファイルは、ステージ変数 (${stageVariables.vpcLinkId}) によって参
照された VPC リンクが設定された API の例を示しています。
OpenAPI 2.0
{

}

"swagger": "2.0",
"info": {
"version": "2017-11-17T04:40:23Z",
"title": "MyApiWithVpcLink"
},
"host": "p3wocvip9a.execute-api.us-west-2.amazonaws.com",
"basePath": "/test",
"schemes": [
"https"
],
"paths": {
"/": {
"get": {
"produces": [
"application/json"
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"schema": {
"$ref": "#/definitions/Empty"
}
}
},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"responses": {
"default": {
"statusCode": "200"
}
},
"uri": "http://myApi.example.com",
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"connectionType": "VPC_LINK",
"connectionId": "${stageVariables.vpcLinkId}",
"httpMethod": "GET",
"type": "http_proxy"
}
}
}
},
"definitions": {
"Empty": {
"type": "object",
"title": "Empty Schema"
}
}
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プライベート統合用の API Gateway アカウント
次のリージョン固有の API Gateway アカウント ID は、VpcLink の作成時に AllowedPrincipals とし
て VPC エンドポイントサービスに自動的に追加されます。
リージョン

アカウント ID

us-east-1

392220576650

us-east-2

718770453195

us-west-1

968246515281

us-west-2

109351309407

ca-central-1

796887884028

eu-west-1

631144002099

eu-west-2

544388816663

eu-west-3

061510835048

eu-central-1

474240146802

eu-north-1

394634713161

ap-northeast-1

969236854626

ap-northeast-2

020402002396

ap-southeast-1

195145609632

ap-southeast-2

798376113853

ap-south-1

507069717855

ap-east-1

174803364771

sa-east-1

287228555773

me-south-1

855739686837

API Gateway でモック 統合を設定する
Amazon API Gateway は、API メソッドのモック統合をサポートしています。この機能により、API デ
ベロッパーはバックエンドを統合することなく、API Gateway から直接 API レスポンスを生成できま
す。API 開発者がこの機能を使用すると、プロジェクト開発の完了前に、API を操作する必要がある他
の依存チームのブロックを解除できます。また、この機能を活用して、API の概要や API へのナビゲー
ションを提供できる API のランディングページをプロビジョニングすることができます。そのようなラン
ディングページの例として、「」で説明されている API 例のルートリソースで、GET メソッドの統合リク
エストとレスポンスを参照してくださいチュートリアル: サンプルをインポートして REST API を作成す
る (p. 36)
API デベロッパーは、API Gateway がモック統合リクエストにどのように応答するかを決定します。その
ため、特定のステータスコードとレスポンスを関連付ける、メソッドの統合リクエストと統合レスポンス
を設定します。モック統合で 200 レスポンスを返すメソッドの場合は、以下を返すように統合リクエスト
ボディマッピングテンプレートを設定します。
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{"statusCode": 200}

次のようなボディマッピングテンプレートを持つように 200 統合レスポンスを設定します。
{
}

"statusCode": 200,
"message": "Go ahead without me."

同様に、メソッドがたとえば 500 エラーレスポンスを返す場合は、統合リクエストボディマッピングテン
プレートを設定して以下を返します。
{"statusCode": 500}

たとえば、次のマッピングテンプレートを使用して 500 統合レスポンスを設定します。
{
}

"statusCode": 500,
"message": "The invoked method is not supported on the API resource."

あるいは、統合リクエストマッピングテンプレートを定義せずに、モック統合のメソッドがデフォルト
の統合レスポンスを返すこともできます。デフォルトの統合レスポンスは、未定義の [HTTP status regex
(HTTP ステータスの正規表現)] を持つレスポンスです。適切なパススルー動作が設定されていることを確
認します。

Note
モック統合は、大規模なレスポンステンプレートをサポートするためのものではありません。お
客様のユースケースにモック統合が必要な場合は、代わりに Lambda 統合を使用することを検討
してください。
統合リクエストマッピングテンプレートを使用して、アプリケーションロジックを挿入して、特定の条件
に基づいて返すモック統合レスポンスを決定することができます。たとえば、受信リクエストに対して
scope クエリパラメータを使用して、成功レスポンスまたはエラーレスポンスを返すかどうかを判断でき
ます。
{

}

#if( $input.params('scope') == "internal" )
"statusCode": 200
#else
"statusCode": 500
#end

このように、モック統合の方法では、エラーレスポンスを伴う他のタイプの呼び出しを拒否しながら、内
部呼び出しを通過させることができます。
このセクションでは、API Gateway コンソールを使用して、API メソッドのモック統合を有効にする方法
を説明します。
トピック
• API Gateway コンソールを使用したモック統合の有効化 (p. 317)
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API Gateway コンソールを使用したモック統合の有効化
メソッドが API Gateway で使用可能であることが必要です。「」の手順に従いますチュートリアル: HTTP
非プロキシ統合を使用して REST API をビルドする (p. 49)
1.

API リソースを選択してメソッドを作成します。メソッドの [Setup (設定)] ペインで、[統合タイプ] に
[Mock] を選択してから、[保存] を選択します。

2.

[メソッドの実行] から [メソッドリクエスト] を選択します。[URL クエリ文字列パラメータ] を展開し
ます。[クエリ文字列の追加] を選択して、scope クエリパラメータを追加します。これは呼び出し元
が内部かどうかを決定します。

3.

[メソッドの実行] で、[メソッドレスポンス] を選択します。

4.

[HTTP Status (HTTP ステータス)] で、500 を追加します。

5.

[メソッドの実行] から [統合タイプ] を選択します。[マッピングテンプレート] を展開します。
[application/json] マッピングテンプレートを選択または追加します。テンプレートエディタで以下の
ように入力します。
{

}

#if( $input.params('scope') == "internal" )
"statusCode": 200
#else
"statusCode": 500
#end

[保存] を選択します。
6.

[メソッドの実行] から [統合レスポンス] を選択します。[200] レスポンス、[Mapping Templates (マッ
ピングテンプレート)] セクションの順に展開します。application/json マッピングテンプレートを選択
または追加し、テンプレートエディタで以下のレスポンスの本文マッピングテンプレートを入力しま
す。
{
}

"statusCode": 200,
"message": "Go ahead without me"

[Save] を選択します。
7.

[統合レスポンスの追加] を選択して、500 レスポンスを追加します。[HTTP status regex (HTTP ス
テータスの正規表現)] に「5\d{2}」と入力します。[Method response status (メソッドレスポンスス
テータス)] に「500」と入力し、[Save (保存)] を選択します。

8.

[5\d\{2\}]、[Mapping Templates] (マッピングテンプレート) の順に展開し、[Add mapping template]
(マッピングテンプレートの追加) をクリックします。[Content-Type] に「application/json」と入
力し、チェックマークアイコンを選択して設定を保存します。テンプレートエディタで、以下の統合
レスポンスの本文マッピングテンプレートを入力します。
{
}

"statusCode": 500,
"message": "The invoked method is not supported on the API resource."

[Save] を選択します。
9.

[メソッドの実行] から [テスト] を選択します。次の作業を行います。
a.

[Query Strings (クエリ文字列)] に「scope=internal」と入力します。Test を選択します。テ
ストの結果が表示されます。
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Request: /?scope=internal
Status: 200
Latency: 26 ms
Response Body
{
}

"statusCode": 200,
"message": "Go ahead without me"

Response Headers
{"Content-Type":"application/json"}

b.

scope=public に「Query Strings」と入力するか、空白のままにします。[Test (テスト)] を
選択します。テストの結果が表示されます。

Request: /
Status: 500
Latency: 16 ms
Response Body
{
}

"statusCode": 500,
"message": "The invoked method is not supported on the API resource."

Response Headers
{"Content-Type":"application/json"}

また、メソッドレスポンスにヘッダーを追加してから、統合レスポンスでヘッダーマッピングを設定する
ことによって、モック統合レスポンスでヘッダーを返すこともできます。実際に、これは API Gateway コ
ンソールで CORS の必要なヘッダーを返すことによって CORS サポートを有効にする方法です。

API Gateway でリクエスト検証を有効にする
統合リクエストを進める前に API リクエストの基本的な検証を実行するよう API Gateway を設定できま
す。検証に失敗した場合、API Gateway はすぐにリクエストに失敗して、400 個のエラーレスポンスを発
信者に返し、CloudWatch Logs で検証結果を発行します。これによりバックエンドへの不必要な呼び出す
が減少します。さらに重要な点として、アプリケーション固有の検証作業に集中することができます。
トピック
• API Gateway における基本的なリクエストの検証の概要 (p. 319)
• API Gateway で基本的なリクエストの検証を設定する (p. 319)
• API Gateway で基本的なリクエストの検証をテストする (p. 325)
• 基本的なリクエストの検証を使用したサンプル API の OpenAPI 定義 (p. 328)
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API Gateway における基本的なリクエストの検証の概要
API Gateway は、基本的な検証を実行できます。これにより、API 開発者はアプリケーション固有の詳細
な検証にバックエンドで集中できます。基本的な検証の場合、API Gateway は以下のいずれかまたは両方
の条件を確認します。
• URI、クエリ文字列、受信リクエストのヘッダーの必須のリクエストパラメータが含まれており、空白
でない。
• 該当するリクエストペイロードが、メソッドの設定済みの JSON スキーマリクエストモデ
ル (p. 337)に従っている。
基本的な検証を有効にするには、リクエストの検証で検証ルールを指定して、検証を API のリクエストの
検証のマップに追加し、検証緒を個々の API メソッドに割り当てます。

Note
リクエストボディの検証と「リクエストボディのパススルー (p. 364)」は、それぞれ別の問題
です。一致するモデルスキーマがないことが原因で、リクエストペイロードを検証できない場合
は、元のペイロードをパススルーまたはブロックすることができます。
たとえば、application/json メディアタイプのマッピングテンプレートを使用してリクエス
トの検証を有効にした場合は、有効なリクエストの検証が失敗した場合でも、XML ペイロードを
バックエンドに渡す場合があります。これは、 XML ペイロードが今後メソッドのサポート対象に
なるような場合です。XML ペイロードでリクエストをフェイルオーバーするには、コンテンツの
パススルー動作に対して、NEVER オプションを明示的に選択する必要があります。

API Gateway で基本的なリクエストの検証を設定する
API の OpenAPI 定義ファイルでリクエストの検証を設定した後、OpenAPI 定義を API Gateway にイン
ポートできます。また、API Gateway コンソールで、または API Gateway REST API、AWS CLI、また
は AWS SDK の 1 つを呼び出して設定することもできます。ここでは、OpenAPI ファイル、コンソー
ル、API Gateway REST API を使用してこれを行う方法を示します。
トピック
• OpenAPI 定義をインポートして基本的なリクエストの検証を設定する (p. 319)
• API Gateway REST API を使用したリクエストバリデータの設定 (p. 323)
• API Gateway コンソールを使用した基本的なリクエスト検証の設定 (p. 324)

OpenAPI 定義をインポートして基本的なリクエストの検証を設定する
以下のステップでは、OpenAPI ファイルをインポートすることにより基本的なリクエストの検証を有効に
する方法について説明します。

OpenAPI ファイルを API Gateway にインポートしてリクエストの検証を有効にするには
1.

x-amazon-apigateway-request-validators オブジェクト (p. 802) マップの x-amazon-apigatewayrequest-validators.requestValidator オブジェクト (p. 803) オブジェクトのセットを API レベルで指
定することにより、OpenAPI でリクエストの検証を宣言します。たとえば、サンプル API OpenAPI
ファイル (p. 328)には x-amazon-apigateway-request-validators マップが含まれていま
す。検証の名前はキーとして含まれています。
OpenAPI 3.0
{

"openapi": "3.0.0",
"info": {
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"title": "ReqValidation Sample",
"version": "1.0.0"

}

},
"servers": [
{
"url": "/{basePath}",
"variables": {
"basePath": {
"default": "/v1"
}
}
}
],
"x-amazon-apigateway-request-validators": {
"all": {
"validateRequestBody": true,
"validateRequestParameters": true
},
"params-only": {
"validateRequestBody": false,
"validateRequestParameters": true
}
}

OpenAPI 2.0
{

}

"swagger": "2.0",
"info": {
"title": "ReqValidation Sample",
"version": "1.0.0"
},
"schemes": [
"https"
],
"basePath": "/v1",
"produces": [
"application/json"
],
"x-amazon-apigateway-request-validators" : {
"all" : {
"validateRequestBody" : true,
"validateRequestParameters" : true
},
"params-only" : {
"validateRequestBody" : false,
"validateRequestParameters" : true
}
},
...

検証の名前は、次のステップで示すように、API またはメソッドで検証を有効にするときに選択しま
す。
2.

API のすべてのメソッドでリクエストの検証を有効にするには、OpenAPI 定義ファイルの API レベ
ルで x-amazon-apigateway-request-validator プロパティ (p. 802) プロパティを指定します。個々
のメソッドでリクエストの検証を有効にするには、メソッドレベルで x-amazon-apigatewayrequest-validator プロパティを指定します。たとえば、以下の x-amazon-apigatewayrequest-validator プロパティは、オーバーライドされていない限りすべての API メソッドで
params-only の検証を有効にします。
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OpenAPI 3.0
{

}

"openapi": "3.0.0",
"info": {
"title": "ReqValidation Sample",
"version": "1.0.0"
},
"servers": [
{
"url": "/{basePath}",
"variables": {
"basePath": {
"default": "/v1"
}
}
}
],
"x-amazon-apigateway-request-validator": "params-only",
...

OpenAPI 2.0
{

}

"swagger": "2.0",
"info": {
"title": "ReqValidation Sample",
"version": "1.0.0"
},
"schemes": [
"https"
],
"basePath": "/v1",
"produces": [
"application/json"
],
...
"x-amazon-apigateway-request-validator" : "params-only",
...

個々のメソッドでリクエストの検証を有効にするには、メソッドレベルで x-amazon-apigatewayrequest-validator プロパティを指定します。たとえば、以下の x-amazon-apigatewayrequest-validator プロパティは all メソッドで POST /validation の検証を有効にします。
これは、API から継承された params-only の検証をオーバーライドします。
OpenAPI 3.0
{

"openapi": "3.0.0",
"info": {
"title": "ReqValidation Sample",
"version": "1.0.0"
},
"servers": [
{
"url": "/{basePath}",
"variables": {
"basePath": {
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}

}

}

}

"default": "/v1"

],
"paths": {
"/validation": {
"post": {
"x-amazon-apigateway-request-validator": "all",
...
}
}
}
...

OpenAPI 2.0
{

}

3.

"swagger": "2.0",
"info": {
"title": "ReqValidation Sample",
"version": "1.0.0"
},
"schemes": [
"https"
],
"basePath": "/v1",
"produces": [
"application/json"
],
...
"paths": {
"/validation": {
"post": {
"x-amazon-apigateway-request-validator" : "all",
...
},
...
}
}
...

API Gateway では、このサンプル OpenAPI 定義 (p. 328)をインポートすることにより有効にされた
リクエストの検証を使用して API を作成します。
POST /restapis?mode=import&failonwarning=true HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Host: apigateway.us-east-1.amazonaws.com
X-Amz-Date: 20170306T234936Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential={access_key_ID}/20170306/us-east-1/
apigateway/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date,
Signature={sig4_hash}
Copy the JSON object from this sample OpenAPI definition (p. 328) and paste it here.

4.

新たに作成された API (abcdef123) を指定されたステージ (testStage) にデプロイします。
POST /restapis/abcdef123/deployments HTTP/1.1
Content-Type: application/json
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Host: apigateway.us-east-1.amazonaws.com
X-Amz-Date: 20170306T234936Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential={access_key_ID}/20170306/us-east-1/
apigateway/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date,
Signature={sig4_hash}
{

}

"stageName" : "testStage",
"stageDescription" : "Test stage",
"description" : "First deployment",
"cacheClusterEnabled" : "false"

API Gateway REST API を使用してリクエストの検証をテストする方法については、「API Gateway
REST API を使用して基本的なリクエストの検証をテストする (p. 325)」を参照してください。API
Gateway コンソールを使用してテストする方法については、「API Gateway コンソールを使用して基本的
なリクエストの検証をテストする (p. 328)」を参照してください。

API Gateway REST API を使用したリクエストバリデータの設定
API Gateway REST API では、リクエストの検証は RequestValidator リソースにより表されます。API
がサンプル API (p. 328) と同じリクエストの検証をサポートするようにするには、RequestValidators コ
レクションに、キーとして params-only を含めてパラメータのみの検証を追加し、all を含めて完全な
検証を追加します。

API Gateway REST API を使用して基本的なリクエストの検証を有効にするには
サンプル API (p. 328) と同様の API があるが、リクエストの検証は設定していないことを想定していま
す。API でリクエストの検証がすでに有効な場合、requestvalidator:update または method:put の
代わりに適切な requestvalidator:create または method:put を呼び出します。
1.

params-only リクエストの検証を設定するには、以下のように requestvalidator:create アクションを
呼び出します。
POST /restapis/restapi-id/requestvalidators HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Host: apigateway.region.amazonaws.com
X-Amz-Date: 20170223T172652Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential={access_key_ID}/20170223/region/apigateway/
aws4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-date, Signature={sig4_hash}
{

}

2.

"name" : "params-only",
"validateRequestBody" : "false",
"validateRequestParameters" : "true"

all リクエストの検証を設定するには、以下のように requestvalidator:create アクションを呼
び出します。
POST /restapis/restapi-id/requestvalidators HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Host: apigateway.region.amazonaws.com
X-Amz-Date: 20170223T172652Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential={access_key_ID}/20170223/region/apigateway/
aws4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-date, Signature={sig4_hash}
{

"name" : "all",
"validateRequestBody" : "true",
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}

"validateRequestParameters" : "true"

前述の検証キーがすでに RequestValidators マップに存在する場合、検証ルールをリセットする
代わりに requestvalidator:update アクションを呼び出します。
3.

all リクエストの検証を POST メソッドに適用するには、method:put を呼び出して指定された検証
(requestValidatorId プロパティにより指定) を有効にするか、method:update を呼び出して有効な検証
を更新します。
PUT /restapis/restapi-id/resources/resource-id/methods/POST HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Host: apigateway.region.amazonaws.com
X-Amz-Date: 20170223T172652Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential={access_key_ID}/20170223/region/apigateway/
aws4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-date, Signature={sig4_hash}
{

}

"authorizationType" : "NONE",
...,
"requestValidatorId" : "all"

API Gateway コンソールを使用した基本的なリクエスト検証の設定
API Gateway コンソールでは、3 つの検証のうちいずれかを使用してメソッドで基本的なリクエストの検
証を設定できます。
• 本文の検証: これは、本文のみの検証です。
• クエリ文字列パラメータとヘッダーの検証: これは、パラメータのみの検証です。
• 本文、クエリ文字列パラメータ、ヘッダーの検証: この検証は、本文とパラメータ両方の検証に使用しま
す。
上記のいずれかの検証を選択して API メソッドで有効にすると、検証がまだ API の検証マップに追加され
ていない場合、API Gateway コンソールは検証を API の RequestValidators マップに追加します。

メソッドでリクエストの検証を有効にするには
1.

まだサインインしていない場合は、API Gateway コンソールにサインインします。

2.

新しい を作成するか、既存の API を選択します。

3.

API の新しいリソースを作成するか、既存のリソースを選択します。

4.

リソースで新しいメソッドを作成するか、既存のメソッドを選択します。

5.

[メソッドリクエスト] を選択します。

6.

[設定] で [リクエストの検証] の鉛筆アイコンを選択します。

7.

[Request Validator (リクエストの検証)] ドロップダウンリストから Validate body、Validate
query string parameters and headers、または Validate body, query string
parameters, and headers を選択します。チェックマークアイコンを選択して、選択を保存しま
す。
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コンソールでリクエストの検証をテストして使用するには、「API Gateway コンソールを使用して基本的
なリクエストの検証をテストする (p. 328)」の手順に従います。

API Gateway で基本的なリクエストの検証をテストする
サンプル API (p. 328) で基本的なリクエストの検証をテストする手順については、以下のいずれかのト
ピックを選択してください。
トピック
• API Gateway REST API を使用して基本的なリクエストの検証をテストする (p. 325)
• API Gateway コンソールを使用して基本的なリクエストの検証をテストする (p. 328)

API Gateway REST API を使用して基本的なリクエストの検証をテストする
デプロイされた API の呼び出し URL を参照するには、ステージから API をエクスポートできます。必
ず、Accept: application/json または Accept: application/yaml ヘッダーを含めてくださ
い。
GET /restapis/abcdef123/stages/testStage/exports/swagger?extensions=validators HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Host: apigateway.us-east-1.amazonaws.com
X-Amz-Date: 20170306T234936Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential={access_key_ID}/20170306/us-east-1/
apigateway/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date,
Signature={sig4_hash}

リクエストの検証に関連する OpenAPI 仕様をダウンロードしない場合、?extensions=validators ク
エリパラメータを無視できます。

API Gateway REST API コールを使用してリクエストの検証をテストするには
1.

GET /validation?q1=cat を呼び出します。
GET /testStage/validation?q1=cat HTTP/1.1
Host: abcdef123.execute-api.us-east-1.amazonaws.com
Content-Type: application/json
Accept: application/json
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q1 の必須パラメーターが設定されていて、空白ではないため、リクエストは検証に合格します。API
Gateway は、次の 200 OK レスポンスを返します。
[

]

2.

{

"id": 1,
"type": "cat",
"price": 249.99
},
{
"id": 2,
"type": "cat",
"price": 124.99
},
{
"id": 3,
"type": "cat",
"price": 0.99
}

GET /validation を呼び出します。
GET /testStage/validation HTTP/1.1
Host: abcdef123.execute-api.us-east-1.amazonaws.com
Content-Type: application/json
Accept: application/json

q1 の必須パラメーターが設定されていないため、リクエストは検証に合格しません。API Gateway
は、次の 400 Bad Request レスポンスを返します。
{
}

3.

"message": "Missing required request parameters: [q1]"

GET /validation?q1= を呼び出します。
GET /testStage/validation?q1= HTTP/1.1
Host: abcdef123.execute-api.us-east-1.amazonaws.com
Content-Type: application/json
Accept: application/json

q1 の必須パラメーターが空白であるため、リクエストは検証に合格しません。API Gateway は、前の
例と同じ 400 Bad Request レスポンスを返します。
4.

POST /validation を呼び出します。
POST /testStage/validation HTTP/1.1
Host: abcdef123.execute-api.us-east-1.amazonaws.com
Content-Type: application/json
Accept: application/json
h1: v1
{

}

"name" : "Marco",
"type" : "dog",
"price" : 260

326

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
リクエストの検証

h1 の必須ヘッダーパラメータ (空白ではない) が設定されており、ペイロード形式が
RequestDataModel の必須プロパティと関連する制約に従っているため、リクエストは検証に合格
します。API Gateway は、以下の成功レスポンスを返します。
{

}

5.

"pet": {
"name": "Marco",
"type": "dog",
"price": 260
},
"message": "success"

POST /validation ヘッダーを指定しないか、その値を空白にせずに h1 を呼び出します。
POST /testStage/validation HTTP/1.1
Host: abcdef123.execute-api.us-east-1.amazonaws.com
Content-Type: application/json
Accept: application/json
{

}

"name" : "Marco",
"type" : "dog",
"price" : 260

h1 の必須ヘッダーパラメーターがないか、空白に設定されているため、リクエストは検証に合格しま
せん。API Gateway は、次の 400 Bad Request レスポンスを返します。
{
}

6.

"message": "Missing required request parameters: [h1]"

ペイロードの POST /validation プロパティを type に設定して、bird を呼び出します。
POST /testStage/validation HTTP/1.1
Host: abcdef123.execute-api.us-east-1.amazonaws.com
Content-Type: application/json
Accept: application/json
X-Amz-Date: 20170309T000215Z
h1: v1
{

}

"name" : "Molly",
"type" : "bird",
"price" : 269

type プロパティ値が ["dog", "cat", "fish"] の列挙のメンバーではないため、リクエストは検
証に合格しません。API Gateway は、次の 400 Bad Request レスポンスを返します。
{
}

"message": "Invalid request body"

price を 501 に設定することは、プロパティの制約に違反します。このため、検証に失敗し、同じ
400 Bad Request レスポンスが返されます。
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API Gateway コンソールを使用して基本的なリクエストの検証をテストする
以下のステップでは、API Gateway コンソールで基本的なリクエストの検証をテストする方法について説
明します。

API Gateway コンソールで TestInvoke を使用してメソッドでリクエストの検証をテストするには
API Gateway コンソールにサインインしているときに、次の操作を行います。
1.

リクエストの検証マップを設定した API の [Resources (リソース)] を選択します。

2.

指定されたリクエストの検証を使用してリクエストの検証を有効にしたメソッドを選択します。

3.

[メソッドの実行] の [クライアント] ボックスで [テスト] を選択します。

4.

必須リクエストパラメータまたは該当する本文で別の値を試し、[テスト] を選択してレスポンスを確
認します。

メソッド呼び出しが検証に合格すると、予想されるレスポンスを取得します。検証に失敗すると、ペイ
ロードが正しい形式でない場合は以下のエラーメッセージが返されます。
{
}

"message": "Invalid request body"

リクエストパラメータが無効な場合、以下のエラーメッセージが返されます。
{
}

"message": "Missing required request parameters: [p1]"

基本的なリクエストの検証を使用したサンプル API の OpenAPI
定義
以下の OpenAPI 定義は、リクエストの検証が有効なサンプル API を定義します。API は、PetStore API
のサブセットです。POST メソッドを開示し、ペットを pets コレクションおよび GET メソッドに追加し
て、指定されたタイプによりペットのクエリを実行します。
x-amazon-apigateway-request-validators マップでは、2 つのリクエストの検証が API レベルで
宣言されています。params-only の検証は API で有効になり、GET メソッドにより継承されます。こ
の検証により、必須のクエリパラメータ (q1) が受信リクエストに含まれており、空白でないことを API
Gateway が確認できるようになります。all の検証は、POST メソッドで有効になります。この検証は、
必須のヘッダーパラメーター (h1) が設定されており、空白でないことを検証します。さらに、ペイロード
形式が指定された RequestBodyModel スキーマに従っていることも確認します。
このモデルでは、入力 JSON オブジェクトに name、type、price の各プロパティが含まれている必
要があります。name プロパティは任意の文字列にすることができ、type は指定された列挙フィールド
(["dog", "cat", "fish"]) のいずれかでなければなりません。また、price は 25 から 500 の範囲に
する必要があります。id パラメータは必須ではありません。
この API の動作の詳細については、「API Gateway でリクエスト検証を有効にする (p. 318)」を参照し
てください。
OpenAPI 2.0
{
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"swagger": "2.0",
"info": {
"title": "ReqValidators Sample",
"version": "1.0.0"
},
"schemes": [
"https"
],
"basePath": "/v1",
"produces": [
"application/json"
],
"x-amazon-apigateway-request-validators" : {
"all" : {
"validateRequestBody" : true,
"validateRequestParameters" : true
},
"params-only" : {
"validateRequestBody" : false,
"validateRequestParameters" : true
}
},
"x-amazon-apigateway-request-validator" : "params-only",
"paths": {
"/validation": {
"post": {
"x-amazon-apigateway-request-validator" : "all",
"parameters": [
{
"in": "header",
"name": "h1",
"required": true
},
{
"in": "body",
"name": "RequestBodyModel",
"required": true,
"schema": {
"$ref": "#/definitions/RequestBodyModel"
}
}
],
"responses": {
"200": {
"schema": {
"type": "array",
"items": {
"$ref": "#/definitions/Error"
}
},
"headers" : {
"test-method-response-header" : {
"type" : "string"
}
}
}
},
"security" : [{
"api_key" : []
}],
"x-amazon-apigateway-auth" : {
"type" : "none"
},
"x-amazon-apigateway-integration" : {
"type" : "http",
"uri" : "http://petstore-demo-endpoint.execute-api.com/petstore/pets",
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"httpMethod" : "POST",
"requestParameters": {
"integration.request.header.custom_h1": "method.request.header.h1"
},
"responses" : {
"2\\d{2}" : {
"statusCode" : "200"
},
"default" : {
"statusCode" : "400",
"responseParameters" : {
"method.response.header.test-method-response-header" : "'static value'"
},
"responseTemplates" : {
"application/json" : "json 400 response template",
"application/xml" : "xml 400 response template"
}
}
}

}
},
"get": {
"parameters": [
{
"name": "q1",
"in": "query",
"required": true
}
],
"responses": {
"200": {
"schema": {
"type": "array",
"items": {
"$ref": "#/definitions/Error"
}
},
"headers" : {
"test-method-response-header" : {
"type" : "string"
}
}
}
},
"security" : [{
"api_key" : []
}],
"x-amazon-apigateway-auth" : {
"type" : "none"
},
"x-amazon-apigateway-integration" : {
"type" : "http",
"uri" : "http://petstore-demo-endpoint.execute-api.com/petstore/pets",
"httpMethod" : "GET",
"requestParameters": {
"integration.request.querystring.type": "method.request.querystring.q1"
},
"responses" : {
"2\\d{2}" : {
"statusCode" : "200"
},
"default" : {
"statusCode" : "400",
"responseParameters" : {
"method.response.header.test-method-response-header" : "'static value'"
},
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}

}

}

}

"responseTemplates" : {
"application/json" : "json 400 response template",
"application/xml" : "xml 400 response template"
}

}
},
"definitions": {
"RequestBodyModel": {
"type": "object",
"properties": {
"id":
{ "type":
"type": { "type":
"name": { "type":
"price": { "type":
},
"required": ["type",
},
"Error": {
"type": "object",
"properties": {

}

}

}

"integer" },
"string", "enum": ["dog", "cat", "fish"] },
"string" },
"number", "minimum": 25, "maximum": 500 }
"name", "price"]

}

REST API のデータ変換の設定
API Gateway では、API のメソッドリクエストは、バックエンドで必要となる、該当する統合リクエスト
ペイロードとは異なる形式のペイロードを受け取ることができます。同様に、バックエンドは、フロント
エンドで予期されるメソッドレスポンスペイロードとは異なる統合レスポンスペイロードを返す場合があ
ります。API Gateway では、マッピングテンプレートを使用して、ペイロードをメソッドリクエストから
該当する統合リクエストにマッピングしたり、統合レスポンスから該当するメソッドレスポンスにマッピ
ングしたりできます。
マッピングテンプレートは、Velocity Template Language (VTL) で表現されるスクリプトであ
り、JSONPath 式を使用してペイロードに適用されます。
ペイロードでは、JSON スキーマのドラフト 4 に基づくデータモデルを使用できます。このモデル
は、API Gateway で SDK を生成する際や、API で基本的なリクエストの検証を有効にする際に定義す
る必要があります。マッピングテンプレートを作成する際にモデルを定義する必要はありません。ただ
し、API Gateway では指定されたモデルに基づいてテンプレート設計図が生成されるため、モデルを定義
するとテンプレート作成に役立ちます。
このセクションでは、モデルとマッピングテンプレートを使用して、API リクエストとレスポンスペイ
ロードをマッピングする方法を説明します。
トピック
• モデルとマッピングテンプレートの使用 (p. 332)
• API Gateway コンソールを使用してリクエストとレスポンスのデータマッピングを設定する (p. 343)
• モデルおよびマッピングテンプレートの例 (p. 345)
• Amazon API Gateway API リクエストおよびレスポンスデータマッピングリファレンス (p. 360)
• API Gateway マッピングテンプレートとアクセスのログ記録の変数リファレンス (p. 365)
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モデルとマッピングテンプレートの使用
API Gateway では、API のメソッドリクエストは、バックエンドで必要となる、該当する統合リクエスト
ペイロードとは異なる形式のペイロードを受け取ることができます。同様に、バックエンドは、フロント
エンドで予期されるメソッドレスポンスペイロードとは異なる統合レスポンスペイロードを返す場合があ
ります。API Gateway では、マッピングテンプレートを使用して、ペイロードをメソッドリクエストから
該当する統合リクエストにマッピングしたり、統合レスポンスから該当するメソッドレスポンスにマッピ
ングしたりできます。
マッピングテンプレートは、Velocity Template Language (VTL) で表現されるスクリプトであ
り、JSONPath 式を使用してペイロードに適用されます。
ペイロードでは、JSON スキーマのドラフト 4 に基づくデータモデルを使用できます。このモデル
は、API Gateway で SDK を生成する際や、API で基本的なリクエストの検証を有効にする際に定義す
る必要があります。マッピングテンプレートを作成する際にモデルを定義する必要はありません。ただ
し、API Gateway では指定されたモデルに基づいてテンプレート設計図が生成されるため、モデルを定義
するとテンプレート作成に役立ちます。
トピック
• モデル (p. 332)
• マッピングテンプレート (p. 335)
• API Gateway でモデルを作成する (p. 337)
• マッピングテンプレートを使用して、API のリクエストおよびレスポンスパラメータとステータス
コードをオーバーライドする (p. 338)

モデル
API Gateway では、モデルはペイロードのデータ構造を定義します。API Gateway では、JSON スキーマ
のドラフト 4 を使用してモデルを定義します。
次の JSON オブジェクトは、よくあるスーパーマーケットの青果部門の果物または野菜の在庫を記述した
サンプルデータを示しています。
スーパーマーケットの青果部門で果物と野菜の在庫を管理するための API があるとします。マネージャー
からバックエンドに現在の在庫についての問い合わせがあると、サーバーは次のレスポンスペイロードを
送り返します。
{

"department": "produce",
"categories": [
"fruit",
"vegetables"
],
"bins": [
{
"category": "fruit",
"type": "apples",
"price": 1.99,
"unit": "pound",
"quantity": 232
},
{
"category": "fruit",
"type": "bananas",
"price": 0.19,
"unit": "each",
"quantity": 112
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}

]

},
{
"category": "vegetables",
"type": "carrots",
"price": 1.29,
"unit": "bag",
"quantity": 57
}

JSON オブジェクトには、3 つのプロパティがあります。
• department プロパティは文字列値 (produce) を持ちます。
• categories プロパティは、2 つの文字列 (fruit と vegetables) の配列です。
• bins プロパティは、category、type、price、unit、および quantity の文字列または数値プロ
パティを持つオブジェクトの配列です。
上記のデータのモデルを定義するには、次の JSON スキーマを使用できます。
{

}

"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"title": "GroceryStoreInputModel",
"type": "object",
"properties": {
"department": { "type": "string" },
"categories": {
"type": "array",
"items": { "type": "string" }
},
"bins": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"category": { "type": "string" },
"type": { "type": "string" },
"price": { "type": "number" },
"unit": { "type": "string" },
"quantity": { "type": "integer" }
}
}
}
}

前のモデル例では、以下のようになっています。
• $schema オブジェクトは、有効な JSON スキーマのバージョン識別子を表します。この例では、JSON
スキーマのドラフト v4 を表します。
• title オブジェクトは、人間が読めるモデルの識別子です。この例では、GroceryStoreInputModel
です。
• JSON データのトップレベル (ルート) 構造体はオブジェクトです。
• JSON データのルートオブジェクトには、department、categories、bins プロパティが格納され
ます。
• department プロパティは JSON データの文字列オブジェクトです。
• categories プロパティは JSON データの配列です。この配列には、JSON データの文字列値が格納さ
れます。
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• bins プロパティは JSON データの配列です。この配列には、JSON データのオブジェクトが格納さ
れます。JSON データのこれらの各オブジェクトには、category 文字列、type 文字列、price 数
値、unit 文字列、quantity 整数 (小数部または指数部のない数字) が格納されます。
または、このスキーマの一部 (bins 配列の項目の定義など) を同じファイルの別のセクションに含め
て、$ref プリミティブを使用して、スキーマの他の部分でこの再利用可能な定義を参照することができ
ます。$ref を使用すると、上記のモデル定義ファイルを次のように表現できます。
{

}

"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"title": "GroceryStoreInputModel",
"type": "object",
"properties": {
"department": { "type": "string" },
"categories": {
"type": "array",
"items": { "type": "string" }
},
"bins": {
"type": "array",
"items": {
"$ref": "#/definitions/Bin"
}
}
},
"definitions": {
"Bin" : {
"type": "object",
"properties": {
"category": { "type": "string" },
"type": { "type": "string" },
"price": { "type": "number" },
"unit": { "type": "string" },
"quantity": { "type": "integer" }
}
}
}

definitions セクションには、Bin 配列で bins で参照される "$ref": "#/definitions/Bin" 項
目のスキーマ定義を含めることができます。このようにして再利用可能な定義を使用すると、モデル定義
は読みやすくなります。
さらに、そのモデルの URL を $ref プロパティの値 "$ref": "https://
apigateway.amazonaws.com/restapis/{restapi_id}/models/{model_name}" として設定する
ことで、外部モデルファイルで定義された別のモデルスキーマを参照することもできます。たとえば、ID
fugvjdxtri を使って API で作成された、Bin という名前の次の本格的なモデルがあるとします。
{

"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"title": "GroceryStoreInputModel",
"type": "object",
"properties": {
"Bin" : {
"type": "object",
"properties": {
"category": { "type": "string" },
"type": { "type": "string" },
"price": { "type": "number" },
"unit": { "type": "string" },
"quantity": { "type": "integer" }
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}

}

}

}

次に、同じ API の GroceryStoreInputModel から、これを参照できます。
{

}

"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"title": "GroceryStoreInputModel",
"type": "object",
"properties": {
"department": { "type": "string" },
"categories": {
"type": "array",
"items": { "type": "string" }
},
"bins": {
"type": "array",
"items": {
"$ref": "https://apigateway.amazonaws.com/restapis/fugvjdxtri/models/Bin"
}
}
}

参照元および参照先モデルは、同じ API からのものである必要があります。
この例では、必須項目や、最小値と最大値 (文字列長さ、数値、配列項目) を指定したり、正規表現を使用
したりするような、JSON スキーマのアドバンスト機能は使用していません。詳細については、「JSON
のご紹介」および「JSON スキーマのドラフト 4」を参照してください。
より複雑な JSON データの形式とそれらのモデルについては、以下の例を参照してください。
• 「写真の例 (p. 345)」の「入力モデル (写真の例) (p. 346)」と「出力モデル (写真の例) (p. 348)」
• 「ニュース記事サンプル (p. 348)」の「入力モデル (ニュース記事サンプル) (p. 349)」と「出力モデ
ル (ニュース記事サンプル) (p. 351)」
• 「売上請求書サンプル (p. 352)」の「入力モデル (売上請求書サンプル) (p. 353)」と「出力モデル
(売上請求書サンプル) (p. 355)」
• 「従業員レコードの例 (p. 356)」の「入力モデル (従業員レコードの例) (p. 357)」と「出力モデル
(従業員レコードの例) (p. 359)」
API Gateway でモデルを試すには、「レスポンスペイロードをマッピングする (p. 67)」の「ステップ1: モ
デルを作成する (p. 69)」の手順に従います。

マッピングテンプレート
バックエンドから返されるクエリ結果 (モデル (p. 332) セクション) は、次のように表示されると青果部
門のマネージャーに役立つと思われます。
{

"choices": [
{
"kind": "apples",
"suggestedPrice": "1.99 per pound",
"available": 232
},
{
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}

]

"kind": "bananas",
"suggestedPrice": "0.19 per each",
"available": 112
},
{
"kind": "carrots",
"suggestedPrice": "1.29 per bag",
"available": 57
}

これを有効にするには、データをバックエンド形式から変換するマッピングテンプレートを API Gateway
に提供する必要があります。それを行うのは次のマッピングテンプレートです。
#set($inputRoot = $input.path('$'))
{
"choices": [
#foreach($elem in $inputRoot.bins)
{
"kind": "$elem.type",
"suggestedPrice": "$elem.price per $elem.unit",
"available": $elem.quantity
}#if($foreach.hasNext),#end
#end
]
}

この出力マッピングテンプレートの詳細について以下に説明します。
• $inputRoot 変数は、前のセクションにおける元の JSON データのルートオブジェクトです。出力マッ
ピングテンプレートの変数は、変換後の JSON データスキーマではなく、元の JSON データにマッピン
グされています。
• 出力マッピングテンプレートの choices 配列は、元の JSON データのルートオブジェクト (bins) の
$inputRoot.bins 配列からマッピングされます。
• 出力マッピングテンプレートで、choices 配列の各オブジェクト ($elem) は、元の JSON データの
ルートオブジェクト内の bins 配列の対応するオブジェクトからマッピングされます。
• 出力マッピングテンプレートの choices オブジェクト内のオブジェクトごとに、kind オブジェクト
と available オブジェクトの値 ($elem.type および $elem.quantity) は、元の JSON データの
type 配列内のオブジェクトごとの value オブジェクトと bins オブジェクトの対応する値からそれぞ
れマッピングされます。
• 出力マッピングテンプレートの choices オブジェクト内のオブジェクトごとに、suggestedPrice オ
ブジェクトの値は、元の JSON データのオブジェクトごとの price オブジェクトと unit オブジェク
トのそれぞれ対応する値の連結であり、各値は per という単語で区切られます。
Velocity Template Language の詳細については、「Apache Velocity - VTL Reference」を参照してくださ
い。JSONPath の詳細については、「JSONPath - XPath for JSON」を参照してください。
マッピングテンプレートでは、基盤となるデータが JSON オブジェクトであることを前提としています。
データのモデルを定義する必要はありません。API 開発者は、フロントエンドとバックエンドの両方の
データ形式を知っています。その知識があれば、形式を混同することはなく、必要なマッピングを定義で
きます。
API 用の SDK を生成するために、上記のデータが言語固有のオブジェクトとして返されま
す。Java、Objective-C、Swift などの厳密に型指定された言語では、オブジェクトはユーザー定義データ
型 (UDT) に対応します。API Gateway にデータモデルを提供すると、このような UDT が作成されます。
上記のメソッドレスポンス例では、統合レスポンスで次のペイロードモデルを定義できます。
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{

}

"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"title": "GroceryStoreOutputModel",
"type": "object",
"properties": {
"choices": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"kind": { "type": "string" },
"suggestedPrice": { "type": "string" },
"available": { "type": "integer" }
}
}
}
}

このモデルでは、JSON スキーマは以下のように表現されています。
• $schema オブジェクトは、有効な JSON スキーマのバージョン識別子を表します。この例では、JSON
スキーマのドラフト v4 を表します。
• title オブジェクトは、人間が読めるモデルの識別子です。この例で
は、GroceryStoreOutputModel です。
• JSON データのトップレベル (ルート) 構造体はオブジェクトです。
• JSON データのルートオブジェクトには、オブジェクトの配列が格納されます。
• このオブジェクトの配列内の各オブジェクトには、kind 文字列、suggestedPrice 文字
列、available 整数 (小数部または指数部のない数字) が格納されます。
このモデルでは、SDK を呼び出して kind、suggestedPrice、および available の各プロパティを読
み取ること
で、GroceryStoreOutputModel[i].kind、GroceryStoreOutputModel[i].suggestedPrice、
および GroceryStoreOutputModel[i].available の各プロパティ値を取得できます。モデルが指定
されていない場合、API Gateway は空のモデルを使用してデフォルト UDT を作成します。この場合、厳
密に型指定された SDK を使用して、これらのプロパティを読み取ることはできません。
より複雑なマッピングテンプレートを試すには、以下の例を参照してください。
• 「写真の例 (p. 345)」の「入力マッピングテンプレート (写真の例) (p. 347)」と「出力マッピングテ
ンプレート (写真の例) (p. 348)」
• 「ニュース記事サンプル (p. 348)」の「入力マッピングテンプレート (ニュース記事サンプ
ル) (p. 350)」と「出力マッピングテンプレート (ニュース記事サンプル) (p. 351)」
• 「売上請求書サンプル (p. 352)」の「入力マッピングテンプレート (売上請求書サンプル) (p. 354)」
と「出力マッピングテンプレート (売上請求書サンプル) (p. 355)」
• 「従業員レコードの例 (p. 356)」の「入力マッピングテンプレート (従業員レコードの例) (p. 358)」
と「出力マッピングテンプレート (従業員レコードの例) (p. 360)」
API Gateway でマッピングテンプレートを試すには、「レスポンスペイロードをマッピングする (p. 67)」
の「ステップ 5: メソッドをセットアップしてテストする (p. 73)」の手順に従います。

API Gateway でモデルを作成する
API Gateway コンソールを使用して、API のモデルを作成します。
トピック
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• 前提条件 (p. 338)
• API Gateway コンソールを使用してモデルを作成する (p. 338)

前提条件
•

API が API Gateway で使用可能であることが必要です。「」の手順に従いますAmazon API Gateway
での REST API の作成 (p. 192)

API Gateway コンソールを使用してモデルを作成する
1.

API Gateway コンソール (https://console.aws.amazon.com/apigateway) にサインインします。

2.

REST API を選択します。

3.

[Models (モデル)] を選択します。

4.

[Create] を選択します。

5.
6.

[モデル名] に、モデルの名前を入力します。

7.

(オプション) [モデルの説明] に、モデルの説明を入力します。

8.

[モデルのスキーマ] に、モデルのスキーマを入力します。モデルのスキーマの詳細については、「モ
デル (p. 332)」をご参照ください。

9.

[モデルの作成] を選択します。

[コンテンツタイプ] に、モデルのコンテンツタイプ (JSON の場合は application/json など) を入
力します。

マッピングテンプレートを使用して、API のリクエストおよびレスポンスパラ
メータとステータスコードをオーバーライドする
標準 API Gateway パラメータとレスポンスコードのマッピングテンプレート (p. 332)を使用して、パラ
メータの 1 対 1 のマッピング、および統合レスポンスステータスコードの一群 (正規表現と一致する) を単
一のレスポンスステータスコードにマッピングすることができます。マッピングテンプレートオーバーラ
イドにより多対 1 のマッピングを実行する柔軟性が提供されます。標準 API Gateway マッピング後のパラ
メータのオーバーライドが適用されます。条件付きでマップパラメータは本文の内容または他のパラメー
タ値に基づきます。プログラムによってオンザフライで新しいパラメータを作成し、統合エンドポイント
によりオーバーライドステータスコードが返されます。あらゆるタイプのリクエストパラメータ、レスポ
ンスヘッダー、またはレスポンスステータスコードはオーバーライドされます。
マッピングテンプレートオーバーライドの使用例を以下に示します。
• 2 つのパラメータを連結した新しいヘッダーを作成する (または既存のヘッダーをオーバライドする) に
は
• 本文の内容に基づく成功または失敗コードにレスポンスコードをオーバーライドするには
• パラメータまたはその他のパラメータの内容に基づいて、条件付きでパラメータを再マッピングするに
は
• JSON 本文の内容を反復処理し、ヘッダーやクエリ文字列にキーと値のペアを再マッピングするには
マッピングテンプレートオーバーライドを作成するには、マッピングテンプレート (p. 332)で以下のいず
れかの $context 変数 (p. 365)を使用します。
リクエストボディのマッピングテンプレート

レスポンスボディのマッピングテンプレート

$context.requestOverride.header.header_name
$context.responseOverride.header.header_name
$context.requestOverride.path.path_name $context.responseOverride.status
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リクエストボディのマッピングテンプレート

レスポンスボディのマッピングテンプレート

$context.requestOverride.querystring.querystring_name

Note
マッピングテンプレートオーバーライドは、データマッピングが不足しているため、プロキシ統
合エンドポイントで使用することはできません。統合の詳細については、API Gateway API 統合
タイプの選択 (p. 279) を参照してください。

Important
オーバーライドが終了します。オーバーライドは各パラメータに一度だけ適用されます。同じパ
ラメータを複数回オーバーライドしようとすると、Amazon API Gateway から 5XX レスポンス
が発生します。テンプレート全体で同じパラメータを複数回オーバーライドする必要がある場
合は、変数を作成してテンプレートの終了時にオーバーライドを適用することをお勧めします。
テンプレートはテンプレート全体が解析された後にのみ適用されることに注意してください。
「チュートリアル: API Gateway コンソールを使用して API のリクエストパラメータとヘッダー
をオーバーライドする (p. 340)」を参照してください。
以下のチュートリアルでは、API Gateway コンソールでマッピングテンプレートオーバーライドを作
成およびテストする方法を示します。これらのチュートリアルでは、開始点として PetStore サンプル
API (p. 36) を使用します。両方のチュートリアルは、PetStore サンプル API (p. 36) がすでに作成されてい
ることを前提としています。
トピック
• チュートリアル: API Gateway コンソールを使用して、API の応答ステータスコードをオーバーライド
する (p. 339)
• チュートリアル: API Gateway コンソールを使用して API のリクエストパラメータとヘッダーをオー
バーライドする (p. 340)
• 例: API Gateway CLI を使用して API のリクエストパラメータとヘッダーをオーバーライドす
る (p. 341)
• 例: SDK for JavaScript を使用して API のリクエストパラメータとヘッダーをオーバーライドす
る (p. 342)

チュートリアル: API Gateway コンソールを使用して、API の応答ステータスコードをオーバーラ
イドする
PetStore サンプル API を使用してペットを取得するには、GET /pets/{petId} の API メソッドリクエ
ストを使用します。{petId} は、実行時に数字をとることができるパスパラメータです。
このチュートリアルでは、エラー状態が検出された場合、GET を
$context.responseOverride.status にマッピングするマッピングテンプレートを作成することで、
この 400 メソッドのレスポンスコードをオーバーライドします。
1.

API Gateway コンソール (https://console.aws.amazon.com/apigateway) にサインインします。

2.

[API] で、PetStore API を選択します。

3.

[リソース] 列で、GET の下の /{petId} メソッドを選択します。

4.

[クライアント] ボックスで、[テスト] を選択します。

5.

[{petId}] に -1 を入力して、[Test (テスト)] を選択します。
結果として、2 つのことが分かります。
まず、[Response Body (レスポンス本文)] は範囲外エラーを示します。
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{

}

"errors": [
{
"key": "GetPetRequest.petId",
"message": "The value is out of range."
}
]

次に、[Logs (ログ)] ボックスの最後の行は、Method completed with status: 200 で終わりま
す。
6.

[メソッドの実行] に戻ります。[統合レスポンス] を選択し、[200] の横にある矢印を選択します。

7.

[マッピングテンプレート] セクションで、[マッピングテンプレートの追加] を選択します。

8.

[コンテンツタイプ] に application/json と入力し、チェックマークアイコンを選択して選択項目
を保存します。

9.

テンプレートエリアに次のコードをコピーします。
#set($inputRoot = $input.path('$'))
$input.json("$")
#if($inputRoot.toString().contains("error"))
#set($context.responseOverride.status = 400)
#end

10. [保存] を選択します。
11. [Method Execution (メソッドの実行)] に戻ります。
12. [クライアント] ボックスで、[テスト] を選択します。
13. [{petId}] に -1 を入力して、[Test (テスト)] を選択します。
結果として、[Response Body (レスポンス本文)] は範囲外エラーを示します。
{

}

"errors": [
{
"key": "GetPetRequest.petId",
"message": "The value is out of range."
}
]

ただし、[Logs (ログ)] ボックスの最後の行は、Method completed with status: 400 で終わる
ようになりました。

チュートリアル: API Gateway コンソールを使用して API のリクエストパラメータとヘッダーを
オーバーライドする
このチュートリアルでは、GET を他の 2 つのヘッダーを組み合わせる新しいヘッダーにマッピングする
マッピングテンプレートを作成することで、$context.requestOverride.header.header_name メ
ソッドのリクエストヘッダーコードをオーバーライドします。
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

[API] で、PetStore API を選択します。

3.

[リソース] 列で、GET の下の /pets メソッドを選択します。

4.

[メソッドリクエスト] を選択します。

5.

次のようにパラメータを作成します。
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a.

[HTTP リクエストヘッダー] を展開します。

b.

[ヘッダーの追加] を選択します。

c.

[名前] で、「header1」と入力します。

d.

チェックマークアイコンを選択して、選択を保存します。

この手順を繰り返して、header2 という 2 番目のヘッダーを作成します。
6.

[Method Execution (メソッドの実行)] に戻ります。

7.

[Integration Request (統合リクエスト)] を選択します。

8.

[HTTP Headers (HTTP ヘッダー)] を展開します。作成した 2 つのヘッダー、header1 と header2
が、デフォルトのマッピング ([Mapped from (マッピング元)] の下) と共に表示されます。

9.

[マッピングテンプレート] を展開します。

10. [マッピングテンプレートの追加] を選択します。
11. [コンテンツタイプ] に application/json と入力し、チェックマークアイコンを選択して選択項目
を保存します。
12. [Note: This template can map headers and body. (注意: このテンプレートはヘッダーと本文をマッピ
ングできます。)] というポップアップが表示されます。
[Yes, secure this integration (はい、この統合を保護します)] を選択します。
13. テンプレートエリアに次のコードをコピーします。
#set($header1Override = "foo")
#set($header3Value = "$input.params('header1')$input.params('header2')")
$input.json("$")
#set($context.requestOverride.header.header3 = $header3Value)
#set($context.requestOverride.header.header1 = $header1Override)
#set($context.requestOverride.header.multivalueheader=[$header1Override,
$header3Value])

14. [保存] を選択します。
15. [Method Execution (メソッドの実行)] に戻ります。
16. [クライアント] ボックスで、[テスト] を選択します。
17. [Headers (ヘッダー)] で、[{pets}] に、次のコードをコピーします。
header1:header1Val
header2:header2Val

18. [Test (テスト)] を選択します。
ログに、このテキストを含むエントリが表示されます。
Endpoint request headers: {header3=header1Valheader2Val,
header2=header2Val, header1=foo, x-amzn-apigateway-api-id=<api-id>,
Accept=application/json, multivalueheader=foo,header1Valheader2Val}

例: API Gateway CLI を使用して API のリクエストパラメータとヘッダーをオーバーライドする
次の CLI の例では、put-integration コマンドを使用してレスポンスコードをオーバーライドする方法
を示しています。
aws apigateway put-integration --rest-api-id <API_ID> --resource-id <PATH_TO_RESOURCE_ID>
--http-method <METHOD>
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ここで、<REQUEST_TEMPLATE_MAP> は、コンテンツタイプから適用されるテンプレートの文字列への
マッピングです。マッピングは以下のような構造になっています。
Content_type1=template_string,Content_type2=template_string

または、JSON 構文です。
{"content_type1": "template_string"
...}

次の例では、put-integration-response コマンドを使用して API レスポンスコードをオーバーライ
ドする方法を示しています。
aws apigateway put-integration-response --rest-api-id <API_ID> --resourceid <PATH_TO_RESOURCE_ID> --http-method <METHOD>
--status-code <STATUS_CODE> --response-templates <RESPONSE_TEMPLATE_MAP>

<RESPONSE_TEMPLATE_MAP> は先ほどの <REQUEST_TEMPLATE_MAP> と同じ形式です。

例: SDK for JavaScript を使用して API のリクエストパラメータとヘッダーをオーバーライドする
次の例では、put-integration コマンドを使用してレスポンスコードをオーバーライドする方法を示し
ています。
リクエスト:
var params = {
httpMethod: 'STRING_VALUE', /* required */
resourceId: 'STRING_VALUE', /* required */
restApiId: 'STRING_VALUE', /* required */
type: HTTP | AWS | MOCK | HTTP_PROXY | AWS_PROXY, /* required */
requestTemplates: {
'<Content_type>': 'TEMPLATE_STRING',
/* '<String>': ... */
},
};
apigateway.putIntegration(params, function(err, data) {
if (err) console.log(err, err.stack); // an error occurred
else
console.log(data);
// successful response
});

レスポンス:
var params = {
httpMethod: 'STRING_VALUE', /* required */
resourceId: 'STRING_VALUE', /* required */
restApiId: 'STRING_VALUE', /* required */
statusCode: 'STRING_VALUE', /* required */
responseTemplates: {
'<Content_type>': 'TEMPLATE_STRING',
/* '<String>': ... */
},
};
apigateway.putIntegrationResponse(params, function(err, data) {
if (err) console.log(err, err.stack); // an error occurred
else
console.log(data);
// successful response
});
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API Gateway コンソールを使用してリクエストとレスポンスの
データマッピングを設定する
API Gateway コンソールを使用して API の統合リクエスト/応答を定義するには、以下の手順に従います。

Note
これらの手順は、すでに「API Gateway コンソールを使用して API 統合リクエストを設定す
る (p. 281)」のステップを完了していることを前提としています。
1.

[リソース] ペインで選択したメソッドの [メソッドの実行] ペインで [統合リクエスト] を選択します。

2.

HTTP プロキシまたは AWS サービスプロキシでは、統合リクエストに定義されたパスパラメータ、
クエリ文字列パラメータ、またはヘッダーパラメータを対応する HTTP プロキシまたは AWS サービ
スプロキシのメソッドリクエスト内のパスパラメータ、クエリ文字列パラメータ、またはヘッダーパ
ラメータに関連付けるため、以下の操作を行います。
a.

[URL Path Parameters] (URL パスパラメータ)、[URL Query String Parameters] (URL クエリ文字
列パラメータ)、または [HTTP Headers] (HTTP ヘッダー) の横の各矢印を選択した後、[Add path]
(パスの追加)、[Add query string] (クエリ文字列の追加)、または [Add header] (ヘッダーの追加)
をそれぞれ選択します。

b.

[名前] に、HTTP プロキシまたは AWS サービスプロキシのパスパラメータ、クエリ文字列パラ
メータ、またはヘッダーパラメータの名前を入力します。
[マッピング元] に、パスパラメータ、クエリ文字列パラメータ、またはヘッダーパラメータの
マッピング値を入力します。以下のいずれかの形式を使用します。

c.

• [メソッドリクエスト] ページの定義に従って [parameter-name] と名付けられたパスパラメー
タ用の場合は、method.request.path.parameter-name。
• [メソッドリクエスト] の定義に従って [parameter-name] と名付けられたクエリ文字列パラ
メータの場合は、method.request.querystring.parameter-name。
• [メソッドリクエスト] の定義に従って [parameter-name] と名付けられた複数値のクエリ文字
列パラメータの場合は、method.request.multivaluequerystring.parameter-name。
• [メソッドリクエスト] ページの定義に従って [parameter-name] と名付けられたヘッダーパラ
メータ用の場合は、method.request.header.parameter-name。
または、リテラル文字列値 (一重引用符のペアで囲まれた値) を統合ヘッダーに設定できます。

3.

• [メソッドリクエスト] の定義に従って [parameter-name] と名付けられた複数値のヘッダーパ
ラメータの場合は、method.request.multivalueheader.parameter-name。
d. [Create] を選択します。(パスパラメータ、クエリ文字列パラメータ、またはヘッダーパラメータ
を削除するには、削除するパラメータの横の [キャンセル] または [削除] を選択します)。
[Mapping Templates] (マッピングテンプレート) エリアで、[Request body passthrough] (リクエスト
ボディのパススルー) のオプションを選択し、マッピングされていないコンテンツタイプのメソッド
リクエストボディが、変換されることなく統合リクエストを通じて Lambda 関数、HTTP プロキシ、
または AWS のサービスプロキシに渡される方法を設定します。3 つのオプションがあります。
• 次のステップに定義されているように、メソッドリクエストのコンテンツタイプが、マッピングテ
ンプレートに関連付けられたコンテンツタイプのいずれとも一致しないときに、統合リクエストを
パススルーしてメソッドリクエストボディを変換せずにバックエンドに渡す場合は、[リクエストの
Content-Type ヘッダーに一致するテンプレートがない場合] を選択します。

Note
API Gateway API を呼び出すときは、Integration リソースの WHEN_NO_MATCH プロパティ
の値として passthroughBehavior を設定して、このオプションを選択します。
• マッピングテンプレートが統合リクエストに定義されていないときに、統合リクエストをパスス
ルーしてメソッドリクエストボディを変換せずにバックエンドに渡す場合は、[テンプレートが定
義されていない場合 (推奨)] を選択します。このオプションを選択したときにテンプレートが定義
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されている場合、マッピングされていないコンテンツタイプのメソッドリクエストは、HTTP 415
Unsupported Media Type レスポンスで拒否されます。

Note
API Gateway API を呼び出すときは、Integration リソースの WHEN_NO_TEMPLATE プロパ
ティの値として passthroughBehavior を設定して、このオプションを選択します。
• メソッドリクエストのコンテンツタイプが、統合リクエストに定義されたマッピングテンプレート
と関連付けられたコンテンツタイプと一致しないか、統合リクエストにマッピングテンプレートが
定義されていない場合に、メソッドリクエストを渡さないようにするには、[なし] を選択します。
マッピングされていないコンテンツタイプのメソッドリクエストは、HTTP 415 Unsupported Media
Type レスポンスで拒否されます。

Note
API Gateway API を呼び出すときは、Integration リソースの NEVER プロパティの値として
passthroughBehavior を設定して、このオプションを選択します。
統合のパススルー動作の詳細については、「統合パススルーの動作 (p. 364)」を参照してください。
4.

入力リクエストのマッピングテンプレートを定義するには、[Content-Type] の [マッピングテンプレー
トの追加] を選択します。入力テキストボックスにコンテンツタイプ (例: application/json) を入
力し、チェックマークアイコンを選択して、入力した内容を保存します。次に、手動でマッピングテ
ンプレートを入力するか、[テンプレートの生成] を選択してモデルテンプレートからテンプレートを
作成します。詳細については、「モデルとマッピングテンプレートの使用 (p. 332)」を参照してくだ
さい。

5.

バックエンドからの統合応答を、呼び出し元のアプリケーションへ返される API のメソッド応答と
マッピングできます。これには、バックエンドの使用可能なヘッダーからクライアントが選択した応
答ヘッダーへ戻り、バックエンドの応答ペイロードのデータ形式を API 指定の形式に変換します。こ
のようなマッピングは、[メソッドの実行] ページの [メソッドレスポンス] および [統合レスポンス] を
設定することで指定できます。
a.

[メソッドの実行] ペインで [統合レスポンス] を選択します。[200] の横の矢印を選択してメソッド
から 200 HTTP 応答コードの設定を指定するか、[統合レスポンスの追加] を選択してメソッドか
らその他の任意の HTTP 応答ステータスコードの設定を指定します。

b.

[Lambda error regex] (Lambda エラー正規表現) (Lambda 関数の場合) または [HTTP status regex]
(HTTP ステータス正規表現) (HTTP プロキシまたは AWS のサービスプロキシの場合) に正規表
現を入力し、どの Lambda 関数エラー文字列 (Lambda 関数の場合) または HTTP 応答ステータス
コード (HTTP プロキシまたは AWS のサービスプロキシの場合) をこの出力マッピングにマップ
するかを指定します。たとえば、すべての 2xx HTTP 応答ステータスコードを HTTP プロキシか
らこの出力マッピングにマッピングするには、[HTTP status regex (HTTP ステータス正規表現)]
に「2\\d{2}」と入力します。「Invalid Request」を含むエラーメッセージを Lambda 関数か
ら 400 Bad Request レスポンスに返すには、[Lambda エラー正規表現] として「.*Invalid
request.*」と入力します。一方、400 Bad Request をすべてのマッピングされていないエ
ラーメッセージに返すには、[Lambda エラー正規表現] に「(\n|.)+」と入力します。この最後
の正規表現は、API のデフォルトのエラーのレスポンスに使用できます。

Note
API Gateway は、レスポンスマッピングに Java パターンスタイルの正規表現を使用し
ます。詳細については、Oracle ドキュメントの「パターン」を参照してください。
エラーパターンは Lambda レスポンスの errorMessage プロパ
ティの文字列全体に対してマッチングされます。これは、Node.js の
場合は callback(errorMessage)、Java の場合は throw new
MyException(errorMessage) によって設定されます。また、エスケープ文字は正規
表現が適用されるまではエスケープされません。
'.+' を選択パターンとして使用してレスポンスをフィルタする場合は、改行 ('\n') 文字を
含むレスポンスには一致しない可能性があることに注意してください。
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c.

有効な場合は、[メソッドレスポンスのステータス] で、[メソッドレスポンス] ページで定義した
HTTP 応答ステータスコードを選択します。

d.

[ヘッダーマッピング] で、[メソッドレスポンス] ページの HTTP 応答ステータスコードで定義さ
れた各ヘッダーについて、[編集] を選択してマッピング値を指定します。[マッピングの値] で、
以下のいずれかの形式を使用します。
• integration.response.multivalueheaders.header-name のようにします。headername はバックエンドからの複数値の応答ヘッダーの名前です。
たとえば、バックエンド応答の Date ヘッダーを API メソッドの応答の Timestamp ヘッダー
として返すには、[レスポンスヘッダー] 列に [Timestamp (タイムスタンプ)] エントリを含め、
関連する [マッピング値] は [integration.response.multivalueheaders.Date] に設定します。
• integration.response.header.header-name のようにします。header-name はバック
エンドからの単一値の応答ヘッダーの名前です。

e.

f.
g.

h.

たとえば、バックエンド応答の Date ヘッダーを API メソッドの応答の Timestamp ヘッダー
として返すには、[レスポンスヘッダー] 列に [Timestamp (タイムスタンプ)] エントリを含め、
関連する [マッピング値] は [integration.response.header.Date] に設定します。
[テンプレートマッピング] エリアで、[コンテンツタイプ] の横の [追加] を選択します。[Content
type] (コンテンツタイプ) ボックスで、Lambda 関数、HTTP プロキシ、または AWS のサービス
プロキシからメソッドに渡されるデータのコンテンツタイプを入力します。[Update (更新)] を選
択します。
Lambda 関数、HTTP プロキシ、または AWS のサービスプロキシからのデータをメソッドで受信
するが、変更はしないという場合は、[Output passthrough] (出力パススルー) を選択します。
[Output passthrough] (出力パススルー) がオフの場合は、[Output mapping] (出力マッピング)
で、Lambda 関数、HTTP プロキシ、または AWS のサービスプロキシがメソッドへのデータ送信
に使用する出力マッピングテンプレートを指定します。手動でマッピングテンプレートを入力す
るか、[Generate template from model (モデルからテンプレートを生成)] からモデルを選択できま
す。
[保存] を選択します。

モデルおよびマッピングテンプレートの例
以下のセクションでは、API Gateway で独自の API の出発点として使用できるモデルとマッピングテンプ
レートの例を示します。API Gateway のモデルとマッピングテンプレートの詳細については、「モデルと
マッピングテンプレートの使用 (p. 332)」を参照してください。
トピック
• 写真のサンプル (API Gateway のモデルとマッピングテンプレート) (p. 345)
• ニュース記事のサンプル (API Gateway のモデルとマッピングテンプレート) (p. 348)
• 売上請求書サンプル (API Gatewayモデルとマッピングテンプレート) (p. 352)
• 従業員レコードの例 (API Gateway のモデルとマッピングテンプレート) (p. 356)

写真のサンプル (API Gateway のモデルとマッピングテンプレート)
以下のセクションでは、API Gateway でサンプル写真 API に使用できるモデルとマッピングテンプレート
の例を示します。API Gateway のモデルとマッピングテンプレートの詳細については、「モデルとマッピ
ングテンプレートの使用 (p. 332)」を参照してください。
トピック
• 元のデータ (写真の例) (p. 346)
• 入力モデル (写真の例) (p. 346)
• 入力マッピングテンプレート (写真の例) (p. 347)
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• 変換後のデータ (写真の例) (p. 347)
• 出力モデル (写真の例) (p. 348)
• 出力マッピングテンプレート (写真の例) (p. 348)

元のデータ (写真の例)
以下に示しているのは、写真の例の元の JSON データです。
{

}

"photos": {
"page": 1,
"pages": "1234",
"perpage": 100,
"total": "123398",
"photo": [
{
"id": "12345678901",
"owner": "23456789@A12",
"secret": "abc123d456",
"server": "1234",
"farm": 1,
"title": "Sample photo 1",
"ispublic": 1,
"isfriend": 0,
"isfamily": 0
},
{
"id": "23456789012",
"owner": "34567890@B23",
"secret": "bcd234e567",
"server": "2345",
"farm": 2,
"title": "Sample photo 2",
"ispublic": 1,
"isfriend": 0,
"isfamily": 0
}
]
}

入力モデル (写真の例)
以下に示しているのは、写真の例の元の JSON データに対応する入力モデルです。
{

"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"title": "PhotosInputModel",
"type": "object",
"properties": {
"photos": {
"type": "object",
"properties": {
"page": { "type": "integer" },
"pages": { "type": "string" },
"perpage": { "type": "integer" },
"total": { "type": "string" },
"photo": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {

346

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
データ変換

}

}

}

}

}

}

}

"id": { "type": "string" },
"owner": { "type": "string" },
"secret": { "type": "string" },
"server": { "type": "string" },
"farm": { "type": "integer" },
"title": { "type": "string" },
"ispublic": { "type": "integer" },
"isfriend": { "type": "integer" },
"isfamily": { "type": "integer" }

入力マッピングテンプレート (写真の例)
以下に示しているのは、写真の例の元の JSON データに対応する入力マッピングテンプレートです。
#set($inputRoot = $input.path('$'))
{
"photos": {
"page": $inputRoot.photos.page,
"pages": "$inputRoot.photos.pages",
"perpage": $inputRoot.photos.perpage,
"total": "$inputRoot.photos.total",
"photo": [
#foreach($elem in $inputRoot.photos.photo)
{
"id": "$elem.id",
"owner": "$elem.owner",
"secret": "$elem.secret",
"server": "$elem.server",
"farm": $elem.farm,
"title": "$elem.title",
"ispublic": $elem.ispublic,
"isfriend": $elem.isfriend,
"isfamily": $elem.isfamily
}#if($foreach.hasNext),#end
#end
}

}

]

変換後のデータ (写真の例)
以下に示しているのは、元の写真の例の JSON データが出力用にどのように変換されるかの一例です。
{

"photos": [
{
"id": "12345678901",
"owner": "23456789@A12",
"title": "Sample photo 1",
"ispublic": 1,
"isfriend": 0,
"isfamily": 0
},
{
"id": "23456789012",
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}

}

]

"owner": "34567890@B23",
"title": "Sample photo 2",
"ispublic": 1,
"isfriend": 0,
"isfamily": 0

出力モデル (写真の例)
以下に、変換された JSON データ形式に対応する出力モデルを示します。
{

}

"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"title": "PhotosOutputModel",
"type": "object",
"properties": {
"photos": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"id": { "type": "string" },
"owner": { "type": "string" },
"title": { "type": "string" },
"ispublic": { "type": "integer" },
"isfriend": { "type": "integer" },
"isfamily": { "type": "integer" }
}
}
}
}

出力マッピングテンプレート (写真の例)
次に、変換された JSON データ形式に対応する出力マッピングテンプレートを示します。この場合のテン
プレートは、変換されていない元の JSON データ形式に基づいて変化します。
#set($inputRoot = $input.path('$'))
{
"photos": [
#foreach($elem in $inputRoot.photos.photo)
{
"id": "$elem.id",
"owner": "$elem.owner",
"title": "$elem.title",
"ispublic": $elem.ispublic,
"isfriend": $elem.isfriend,
"isfamily": $elem.isfamily
}#if($foreach.hasNext),#end
#end
]
}

ニュース記事のサンプル (API Gateway のモデルとマッピングテンプレート)
以下のセクションに、API Gateway でのニュース記事 API のサンプルに使用できるモデルとマッピングテ
ンプレートの例を示します。API Gateway のモデルとマッピングテンプレートの詳細については、「モデ
ルとマッピングテンプレートの使用 (p. 332)」を参照してください。
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トピック
• 元のデータ (ニュース記事サンプル) (p. 349)
• 入力モデル (ニュース記事サンプル) (p. 349)
• 入力マッピングテンプレート (ニュース記事サンプル) (p. 350)
• 変換されたデータ (ニュース記事サンプル) (p. 350)
• 出力モデル (ニュース記事サンプル) (p. 351)
• 出力マッピングテンプレート (ニュース記事サンプル) (p. 351)

元のデータ (ニュース記事サンプル)
以下に、ニュース記事サンプルの元の JSON データを示します。
{

}

"count": 1,
"items": [
{
"last_updated_date": "2015-04-24",
"expire_date": "2016-04-25",
"author_first_name": "John",
"description": "Sample Description",
"creation_date": "2015-04-20",
"title": "Sample Title",
"allow_comment": "1",
"author": {
"last_name": "Doe",
"email": "johndoe@example.com",
"first_name": "John"
},
"body": "Sample Body",
"publish_date": "2015-04-25",
"version": "1",
"author_last_name": "Doe",
"parent_id": 2345678901,
"article_url": "http://www.example.com/articles/3456789012"
}
],
"version": 1

入力モデル (ニュース記事サンプル)
以下に、ニュース記事サンプルの元の JSON データに対応する入力モデルを示します。
{

"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"title": "NewsArticleInputModel",
"type": "object",
"properties": {
"count": { "type": "integer" },
"items": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"last_updated_date": { "type": "string" },
"expire_date": { "type": "string" },
"author_first_name": { "type": "string" },
"description": { "type": "string" },
"creation_date": { "type": "string" },
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"title": { "type": "string" },
"allow_comment": { "type": "string" },
"author": {
"type": "object",
"properties": {
"last_name": { "type": "string" },
"email": { "type": "string" },
"first_name": { "type": "string" }
}
},
"body": { "type": "string" },
"publish_date": { "type": "string" },
"version": { "type": "string" },
"author_last_name": { "type": "string" },
"parent_id": { "type": "integer" },
"article_url": { "type": "string" }

}

}

}
}
},
"version": { "type": "integer" }

入力マッピングテンプレート (ニュース記事サンプル)
以下に、ニュース記事サンプルの元の JSON データに対応する入力マッピングテンプレートを示します。
#set($inputRoot = $input.path('$'))
{
"count": $inputRoot.count,
"items": [
#foreach($elem in $inputRoot.items)
{
"last_updated_date": "$elem.last_updated_date",
"expire_date": "$elem.expire_date",
"author_first_name": "$elem.author_first_name",
"description": "$elem.description",
"creation_date": "$elem.creation_date",
"title": "$elem.title",
"allow_comment": "$elem.allow_comment",
"author": {
"last_name": "$elem.author.last_name",
"email": "$elem.author.email",
"first_name": "$elem.author.first_name"
},
"body": "$elem.body",
"publish_date": "$elem.publish_date",
"version": "$elem.version",
"author_last_name": "$elem.author_last_name",
"parent_id": $elem.parent_id,
"article_url": "$elem.article_url"
}#if($foreach.hasNext),#end
#end
],
"version": $inputRoot.version
}

変換されたデータ (ニュース記事サンプル)
以下に、ニュース記事サンプルの元の JSON データが出力用に変換されるプロセスの一例を示します。
{
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}

"count": 1,
"items": [
{
"creation_date": "2015-04-20",
"title": "Sample Title",
"author": "John Doe",
"body": "Sample Body",
"publish_date": "2015-04-25",
"article_url": "http://www.example.com/articles/3456789012"
}
],
"version": 1

出力モデル (ニュース記事サンプル)
以下に、変換された JSON データ形式に対応する出力モデルを示します。
{

}

"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"title": "NewsArticleOutputModel",
"type": "object",
"properties": {
"count": { "type": "integer" },
"items": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"creation_date": { "type": "string" },
"title": { "type": "string" },
"author": { "type": "string" },
"body": { "type": "string" },
"publish_date": { "type": "string" },
"article_url": { "type": "string" }
}
}
},
"version": { "type": "integer" }
}

出力マッピングテンプレート (ニュース記事サンプル)
次に、変換された JSON データ形式に対応する出力マッピングテンプレートを示します。この場合のテン
プレートは、変換されていない元の JSON データ形式に基づいて変化します。
#set($inputRoot = $input.path('$'))
{
"count": $inputRoot.count,
"items": [
#foreach($elem in $inputRoot.items)
{
"creation_date": "$elem.creation_date",
"title": "$elem.title",
"author": "$elem.author.first_name $elem.author.last_name",
"body": "$elem.body",
"publish_date": "$elem.publish_date",
"article_url": "$elem.article_url"
}#if($foreach.hasNext),#end
#end
],
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}

"version": $inputRoot.version

売上請求書サンプル (API Gatewayモデルとマッピングテンプレート)
以下のセクションに、API Gateway での売上請求書 API のサンプルに使用できるモデルとマッピングテン
プレートの例を示します。API Gateway のモデルとマッピングテンプレートの詳細については、「モデル
とマッピングテンプレートの使用 (p. 332)」を参照してください。
トピック
• 元のデータ (売上請求書サンプル) (p. 352)
• 入力モデル (売上請求書サンプル) (p. 353)
• 入力マッピングテンプレート (売上請求書サンプル) (p. 354)
• 変換後のデータ (売上請求書サンプル) (p. 354)
• 出力モデル (売上請求書サンプル) (p. 355)
• 出力マッピングテンプレート (売上請求書サンプル) (p. 355)

元のデータ (売上請求書サンプル)
以下に、売上請求書サンプルの元の JSON データを示します。
{

}

"DueDate": "2013-02-15",
"Balance": 1990.19,
"DocNumber": "SAMP001",
"Status": "Payable",
"Line": [
{
"Description": "Sample Expense",
"Amount": 500,
"DetailType": "ExpenseDetail",
"ExpenseDetail": {
"Customer": {
"value": "ABC123",
"name": "Sample Customer"
},
"Ref": {
"value": "DEF234",
"name": "Sample Construction"
},
"Account": {
"value": "EFG345",
"name": "Fuel"
},
"LineStatus": "Billable"
}
}
],
"Vendor": {
"value": "GHI456",
"name": "Sample Bank"
},
"APRef": {
"value": "HIJ567",
"name": "Accounts Payable"
},
"TotalAmt": 1990.19
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入力モデル (売上請求書サンプル)
以下に、売上請求書サンプルの元の JSON データに対応する入力モデルを示します。
{

"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"title": "InvoiceInputModel",
"type": "object",
"properties": {
"DueDate": { "type": "string" },
"Balance": { "type": "number" },
"DocNumber": { "type": "string" },
"Status": { "type": "string" },
"Line": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"Description": { "type": "string" },
"Amount": { "type": "integer" },
"DetailType": { "type": "string" },
"ExpenseDetail": {
"type": "object",
"properties": {
"Customer": {
"type": "object",
"properties": {
"value": { "type": "string" },
"name": { "type": "string" }
}
},
"Ref": {
"type": "object",
"properties": {
"value": { "type": "string" },
"name": { "type": "string" }
}
},
"Account": {
"type": "object",
"properties": {
"value": { "type": "string" },
"name": { "type": "string" }
}
},
"LineStatus": { "type": "string" }
}
}
}
}
},
"Vendor": {
"type": "object",
"properties": {
"value": { "type": "string" },
"name": { "type": "string" }
}
},
"APRef": {
"type": "object",
"properties": {
"value": { "type": "string" },
"name": { "type": "string" }
}
},

353

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
データ変換

}

}

"TotalAmt": { "type": "number" }

入力マッピングテンプレート (売上請求書サンプル)
以下に、売上請求書サンプルの元の JSON データに対応する入力マッピングテンプレートを示します。
#set($inputRoot = $input.path('$'))
{
"DueDate": "$inputRoot.DueDate",
"Balance": $inputRoot.Balance,
"DocNumber": "$inputRoot.DocNumber",
"Status": "$inputRoot.Status",
"Line": [
#foreach($elem in $inputRoot.Line)
{
"Description": "$elem.Description",
"Amount": $elem.Amount,
"DetailType": "$elem.DetailType",
"ExpenseDetail": {
"Customer": {
"value": "$elem.ExpenseDetail.Customer.value",
"name": "$elem.ExpenseDetail.Customer.name"
},
"Ref": {
"value": "$elem.ExpenseDetail.Ref.value",
"name": "$elem.ExpenseDetail.Ref.name"
},
"Account": {
"value": "$elem.ExpenseDetail.Account.value",
"name": "$elem.ExpenseDetail.Account.name"
},
"LineStatus": "$elem.ExpenseDetail.LineStatus"
}
}#if($foreach.hasNext),#end
#end
],
"Vendor": {
"value": "$inputRoot.Vendor.value",
"name": "$inputRoot.Vendor.name"
},
"APRef": {
"value": "$inputRoot.APRef.value",
"name": "$inputRoot.APRef.name"
},
"TotalAmt": $inputRoot.TotalAmt
}

変換後のデータ (売上請求書サンプル)
以下に、売上請求書サンプルの元の JSON データが出力用に変換されるプロセスの一例を示します。
{

"DueDate": "2013-02-15",
"Balance": 1990.19,
"DocNumber": "SAMP001",
"Status": "Payable",
"Line": [
{
"Description": "Sample Expense",
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"Amount": 500,
"DetailType": "ExpenseDetail",
"Customer": "ABC123 (Sample Customer)",
"Ref": "DEF234 (Sample Construction)",
"Account": "EFG345 (Fuel)",
"LineStatus": "Billable"

}

}
],
"TotalAmt": 1990.19

出力モデル (売上請求書サンプル)
以下に、変換された JSON データ形式に対応する出力モデルを示します。
{

}

"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"title": "InvoiceOutputModel",
"type": "object",
"properties": {
"DueDate": { "type": "string" },
"Balance": { "type": "number" },
"DocNumber": { "type": "string" },
"Status": { "type": "string" },
"Line": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"Description": { "type": "string" },
"Amount": { "type": "integer" },
"DetailType": { "type": "string" },
"Customer": { "type": "string" },
"Ref": { "type": "string" },
"Account": { "type": "string" },
"LineStatus": { "type": "string" }
}
}
},
"TotalAmt": { "type": "number" }
}

出力マッピングテンプレート (売上請求書サンプル)
次に、変換された JSON データ形式に対応する出力マッピングテンプレートを示します。この場合のテン
プレートは、変換されていない元の JSON データ形式に基づいて変化します。
#set($inputRoot = $input.path('$'))
{
"DueDate": "$inputRoot.DueDate",
"Balance": $inputRoot.Balance,
"DocNumber": "$inputRoot.DocNumber",
"Status": "$inputRoot.Status",
"Line": [
#foreach($elem in $inputRoot.Line)
{
"Description": "$elem.Description",
"Amount": $elem.Amount,
"DetailType": "$elem.DetailType",
"Customer": "$elem.ExpenseDetail.Customer.value ($elem.ExpenseDetail.Customer.name)",
"Ref": "$elem.ExpenseDetail.Ref.value ($elem.ExpenseDetail.Ref.name)",
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"Account": "$elem.ExpenseDetail.Account.value ($elem.ExpenseDetail.Account.name)",
"LineStatus": "$elem.ExpenseDetail.LineStatus"
}#if($foreach.hasNext),#end
#end
],
"TotalAmt": $inputRoot.TotalAmt
}

従業員レコードの例 (API Gateway のモデルとマッピングテンプレート)
以下のセクションでは、API Gateway でサンプル従業員レコード API に使用できるモデルとマッピングテ
ンプレートの例を示します。API Gateway のモデルとマッピングテンプレートの詳細については、「モデ
ルとマッピングテンプレートの使用 (p. 332)」を参照してください。
トピック
• 元のデータ (従業員レコードの例) (p. 356)
• 入力モデル (従業員レコードの例) (p. 357)
• 入力マッピングテンプレート (従業員レコードの例) (p. 358)
• 変換後のデータ (従業員レコードの例) (p. 358)
• 出力モデル (従業員レコードの例) (p. 359)
• 出力マッピングテンプレート (従業員レコードの例) (p. 360)

元のデータ (従業員レコードの例)
以下に示しているのは、従業員レコードの例の元の JSON データです。
{

"QueryResponse": {
"maxResults": "1",
"startPosition": "1",
"Employee": {
"Organization": "false",
"Title": "Mrs.",
"GivenName": "Jane",
"MiddleName": "Lane",
"FamilyName": "Doe",
"DisplayName": "Jane Lane Doe",
"PrintOnCheckName": "Jane Lane Doe",
"Active": "true",
"PrimaryPhone": { "FreeFormNumber": "505.555.9999" },
"PrimaryEmailAddr": { "Address": "janedoe@example.com" },
"EmployeeType": "Regular",
"status": "Synchronized",
"Id": "ABC123",
"SyncToken": "1",
"MetaData": {
"CreateTime": "2015-04-26T19:45:03Z",
"LastUpdatedTime": "2015-04-27T21:48:23Z"
},
"PrimaryAddr": {
"Line1": "123 Any Street",
"City": "Any City",
"CountrySubDivisionCode": "WA",
"PostalCode": "01234"
}
}
},
"time": "2015-04-27T22:12:32.012Z"
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}

入力モデル (従業員レコードの例)
以下に示しているのは、従業員レコードの例の元の JSON データに対応する入力モデルです。
{

"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"title": "EmployeeInputModel",
"type": "object",
"properties": {
"QueryResponse": {
"type": "object",
"properties": {
"maxResults": { "type": "string" },
"startPosition": { "type": "string" },
"Employee": {
"type": "object",
"properties": {
"Organization": { "type": "string" },
"Title": { "type": "string" },
"GivenName": { "type": "string" },
"MiddleName": { "type": "string" },
"FamilyName": { "type": "string" },
"DisplayName": { "type": "string" },
"PrintOnCheckName": { "type": "string" },
"Active": { "type": "string" },
"PrimaryPhone": {
"type": "object",
"properties": {
"FreeFormNumber": { "type": "string" }
}
},
"PrimaryEmailAddr": {
"type": "object",
"properties": {
"Address": { "type": "string" }
}
},
"EmployeeType": { "type": "string" },
"status": { "type": "string" },
"Id": { "type": "string" },
"SyncToken": { "type": "string" },
"MetaData": {
"type": "object",
"properties": {
"CreateTime": { "type": "string" },
"LastUpdatedTime": { "type": "string" }
}
},
"PrimaryAddr": {
"type": "object",
"properties": {
"Line1": { "type": "string" },
"City": { "type": "string" },
"CountrySubDivisionCode": { "type": "string" },
"PostalCode": { "type": "string" }
}
}
}
}
}
},
"time": { "type": "string" }
}
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}

入力マッピングテンプレート (従業員レコードの例)
以下に示しているのは、従業員レコードの例の元の JSON データに対応するマッピングテンプレートで
す。
#set($inputRoot = $input.path('$'))
{
"QueryResponse": {
"maxResults": "$inputRoot.QueryResponse.maxResults",
"startPosition": "$inputRoot.QueryResponse.startPosition",
"Employee": {
"Organization": "$inputRoot.QueryResponse.Employee.Organization",
"Title": "$inputRoot.QueryResponse.Employee.Title",
"GivenName": "$inputRoot.QueryResponse.Employee.GivenName",
"MiddleName": "$inputRoot.QueryResponse.Employee.MiddleName",
"FamilyName": "$inputRoot.QueryResponse.Employee.FamilyName",
"DisplayName": "$inputRoot.QueryResponse.Employee.DisplayName",
"PrintOnCheckName": "$inputRoot.QueryResponse.Employee.PrintOnCheckName",
"Active": "$inputRoot.QueryResponse.Employee.Active",
"PrimaryPhone": { "FreeFormNumber":
"$inputRoot.QueryResponse.Employee.PrimaryPhone.FreeFormNumber" },
"PrimaryEmailAddr": { "Address":
"$inputRoot.QueryResponse.Employee.PrimaryEmailAddr.Address" },
"EmployeeType": "$inputRoot.QueryResponse.Employee.EmployeeType",
"status": "$inputRoot.QueryResponse.Employee.status",
"Id": "$inputRoot.QueryResponse.Employee.Id",
"SyncToken": "$inputRoot.QueryResponse.Employee.SyncToken",
"MetaData": {
"CreateTime": "$inputRoot.QueryResponse.Employee.MetaData.CreateTime",
"LastUpdatedTime": "$inputRoot.QueryResponse.Employee.MetaData.LastUpdatedTime"
},
"PrimaryAddr" : {
"Line1": "$inputRoot.QueryResponse.Employee.PrimaryAddr.Line1",
"City": "$inputRoot.QueryResponse.Employee.PrimaryAddr.City",
"CountrySubDivisionCode":
"$inputRoot.QueryResponse.Employee.PrimaryAddr.CountrySubDivisionCode",
"PostalCode": "$inputRoot.QueryResponse.Employee.PrimaryAddr.PostalCode"
}
}
},
"time": "$inputRoot.time"
}

変換後のデータ (従業員レコードの例)
以下に示しているのは、元の従業員レコードの例の JSON データが出力用にどのように変換されるかの一
例です。
{

"QueryResponse": {
"maxResults": "1",
"startPosition": "1",
"Employees": [
{
"Title": "Mrs.",
"GivenName": "Jane",
"MiddleName": "Lane",
"FamilyName": "Doe",
"DisplayName": "Jane Lane Doe",
"PrintOnCheckName": "Jane Lane Doe",
"Active": "true",
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]

}

}

"PrimaryPhone": "505.555.9999",
"Email": [
{
"type": "primary",
"Address": "janedoe@example.com"
}
],
"EmployeeType": "Regular",
"PrimaryAddr": {
"Line1": "123 Any Street",
"City": "Any City",
"CountrySubDivisionCode": "WA",
"PostalCode": "01234"
}

},
"time": "2015-04-27T22:12:32.012Z"

出力モデル (従業員レコードの例)
以下に、変換された JSON データ形式に対応する出力モデルを示します。
{

"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"title": "EmployeeOutputModel",
"type": "object",
"properties": {
"QueryResponse": {
"type": "object",
"properties": {
"maxResults": { "type": "string" },
"startPosition": { "type": "string" },
"Employees": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"Title": { "type": "string" },
"GivenName": { "type": "string" },
"MiddleName": { "type": "string" },
"FamilyName": { "type": "string" },
"DisplayName": { "type": "string" },
"PrintOnCheckName": { "type": "string" },
"Active": { "type": "string" },
"PrimaryPhone": { "type": "string" },
"Email": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"type": { "type": "string" },
"Address": { "type": "string" }
}
}
},
"EmployeeType": { "type": "string" },
"PrimaryAddr": {
"type": "object",
"properties": {
"Line1": {"type": "string" },
"City": { "type": "string" },
"CountrySubDivisionCode": { "type": "string" },
"PostalCode": { "type": "string" }
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}

}

}

}

}

}

}
}
},
"time": { "type": "string" }

出力マッピングテンプレート (従業員レコードの例)
次に、変換された JSON データ形式に対応する出力マッピングテンプレートを示します。この場合のテン
プレートは、変換されていない元の JSON データ形式に基づいて変化します。
#set($inputRoot = $input.path('$'))
{
"QueryResponse": {
"maxResults": "$inputRoot.QueryResponse.maxResults",
"startPosition": "$inputRoot.QueryResponse.startPosition",
"Employees": [
{
"Title": "$inputRoot.QueryResponse.Employee.Title",
"GivenName": "$inputRoot.QueryResponse.Employee.GivenName",
"MiddleName": "$inputRoot.QueryResponse.Employee.MiddleName",
"FamilyName": "$inputRoot.QueryResponse.Employee.FamilyName",
"DisplayName": "$inputRoot.QueryResponse.Employee.DisplayName",
"PrintOnCheckName": "$inputRoot.QueryResponse.Employee.PrintOnCheckName",
"Active": "$inputRoot.QueryResponse.Employee.Active",
"PrimaryPhone": "$inputRoot.QueryResponse.Employee.PrimaryPhone.FreeFormNumber",
"Email" : [
{
"type": "primary",
"Address": "$inputRoot.QueryResponse.Employee.PrimaryEmailAddr.Address"
}
],
"EmployeeType": "$inputRoot.QueryResponse.Employee.EmployeeType",
"PrimaryAddr": {
"Line1": "$inputRoot.QueryResponse.Employee.PrimaryAddr.Line1",
"City": "$inputRoot.QueryResponse.Employee.PrimaryAddr.City",
"CountrySubDivisionCode":
"$inputRoot.QueryResponse.Employee.PrimaryAddr.CountrySubDivisionCode",
"PostalCode": "$inputRoot.QueryResponse.Employee.PrimaryAddr.PostalCode"
}
}
]
},
"time": "$inputRoot.time"
}

Amazon API Gateway API リクエストおよびレスポンスデータ
マッピングリファレンス
このセクションでは、API のメソッドリクエストデータ (context (p. 365)、stage (p. 376)、または
util (p. 377) 変数に保存された他のデータも含む) から対応する統合リクエストパラメータへのデータ
マッピングと、統合レスポンスデータ (他のデータも含む) からメソッドレスポンスパラメータへのデータ
マッピングを設定する方法について説明します。メソッドリクエストデータには、リクエストパラメータ
(パス、クエリ文字列、ヘッダー) と本文が含まれます。統合レスポンスデータには、レスポンスパラメー
タ (ヘッダー) と本文が含まれます。ステージ変数の使用の詳細については、「Amazon API Gateway のス
テージ変数リファレンス (p. 464)」を参照してください。
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トピック
•
•
•
•

メソッドリクエストデータを統合リクエストパラメータにマッピングする (p. 361)
統合レスポンスデータをメソッドレスポンスヘッダーにマッピングする (p. 362)
メソッドと統合との間でリクエストとレスポンスのペイロードをマッピングする (p. 363)
統合パススルーの動作 (p. 364)

メソッドリクエストデータを統合リクエストパラメータにマッピングする
パス変数、クエリ文字列、またはヘッダーの形式の統合リクエストパラメータは、定義されたどのメソッ
ドリクエストパラメータとペイロードからもマッピングできます。
次の表で、PARAM_NAME は、特定のパラメータ型のメソッドリクエストパラメータの名前です。正規表現
パターン '^[a-zA-Z0-9._$-]+$]' に一致する必要があります。これは参照される前に定義済みである
必要があります。JSONPath_EXPRESSION は、リクエストまたはレスポンスの本文の JSON フィールド
の JSONPath 式です。

Note
"$" プレフィックスは、この構文では省略されます。

統合リクエストデータのマッピング式
マッピングされたデータソース

マッピング式

メソッドリクエストのパス

method.request.path.PARAM_NAME

メソッドリクエストのクエリ文字列

method.request.querystring.PARAM_NAME

複数値メソッドリクエストのクエリ文字列

method.request.multivaluequerystring.PARAM_NAME

メソッドリクエストのヘッダー

method.request.header.PARAM_NAME

複数値メソッドリクエストのヘッダー

method.request.multivalueheader.PARAM_NAME

メソッドリクエストボディ

method.request.body

メソッドリクエストボディ (JsonPath)

method.request.body.JSONPath_EXPRESSION.

ステージ変数

stageVariables.VARIABLE_NAME

コンテキスト変数

サポートされるコンテキスト変数 (p. 365)の 1 つ
である必要がある context.VARIABLE_NAME。

静的な値

'STATIC_VALUE'。STATIC_VALUE はリテラル文
字列で、単一引用符のペアで囲まれている必要が
あります。

Example OpenAPI におけるメソッドリクエストパラメータからのマッピング
次の例は、以下のマッピングを行う OpenAPI スニペットです。
• methodRequestHeaderParam という名前のメソッドリクエストのヘッダーか
ら、integrationPathParam という名前の統合リクエストパスパラメータへのマッピング
• methodRequestQueryParam という名前の複数値のメソッドリクエストか
ら、integrationQueryParam という名前の統合リクエストのクエリ文字列へのマッピング
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...
"requestParameters" : {
"integration.request.path.integrationPathParam" :
"method.request.header.methodRequestHeaderParam",
"integration.request.querystring.integrationQueryParam" :
"method.request.multivaluequerystring.methodRequestQueryParam"
}
...

統合リクエストのパラメータは、JSONPath 式 を使用して JSON リクエストボディのフィールドからマッ
ピングすることもできます。次の表は、メソッドリクエストの本文および JSON フィールドのマッピング
式を示しています。

Example OpenAPI におけるメソッドリクエストボディからのマッピング
次の例は、1) メソッドリクエストボディを body-header という名前の統合リクエストのヘッダーにマッ
ピングし、2) 本文の JSON フィールドを JSON 式 (petstore.pets[0].name。$. プレフィックスな
し) で示されるようにマッピングする OpenAPI スニペットを示しています。

...
"requestParameters" : {
"integration.request.header.body-header" : "method.request.body",
"integration.request.path.pet-name" : "method.request.body.petstore.pets[0].name",
}
...

統合レスポンスデータをメソッドレスポンスヘッダーにマッピングする
メソッドレスポンスヘッダーのパラメータは、任意の統合レスポンスヘッダー/統合レスポンス本
文、$context 変数、または静的な値からマッピングできます。

メソッドレスポンスヘッダーのマッピング式
マッピングされたデータソース

マッピング式

統合レスポンスのヘッダー

integration.response.header.PARAM_NAME

統合レスポンスのヘッダー

integration.response.multivalueheader.PARAM_NAME

統合レスポンスの本文

integration.response.body

統合レスポンスの本文 (JsonPath)

integration.response.body.JSONPath_EXPRESSION

ステージ変数

stageVariables.VARIABLE_NAME

コンテキスト変数

サポートされるコンテキスト変数 (p. 365)の 1 つ
である必要がある context.VARIABLE_NAME。

静的な値

'STATIC_VALUE'。STATIC_VALUE はリテラル文
字列で、単一引用符のペアで囲まれている必要が
あります。
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Example OpenAPI における統合レスポンスからのデータマッピング
次の例は、1) 統合レスポンスの redirect.url JSONPath フィールドをリクエストレスポンスの
location ヘッダーにマッピングし、2) 統合レスポンスの x-app-id ヘッダーをメソッドレスポンスの
id ヘッダーにマッピングする OpenAPI スニペットを示しています。
...
"responseParameters" : {
"method.response.header.location" : "integration.response.body.redirect.url",
"method.response.header.id" : "integration.response.header.x-app-id",
"method.response.header.items" : "integration.response.multivalueheader.item",
}
...

メソッドと統合との間でリクエストとレスポンスのペイロードをマッピングする
API Gateway では、Velocity Template Language (VTL) エンジンを使用して、統合リクエストと統合レス
ポンスの本文マッピングテンプレート (p. 335)を処理します。マッピングテンプレートは、メソッドリク
エストのペイロードを対応する統合リクエストのペイロードに変換し、統合レスポンスの本文をメソッド
レスポンスの本文に変換します。
VTL テンプレートは、JSONPath 式、呼び出しコンテキストやステージ変数などの他のパラメータ、およ
びユーティリティ関数を使用して JSON データを処理します。
ペイロードのデータ構造を記述するモデルが定義されている場合、API Gateway はそのモデルを使用して
統合リクエストや統合レスポンスのスケルトンマッピングテンプレートを生成できます。スケルトンテン
プレートを利用してマッピング VTL スクリプトをカスタマイズしたり拡張したりできます。ただし、ペ
イロードのデータ構造のモデルを定義せずに、マッピングテンプレートを最初から作成することもできま
す。

VTL マッピングテンプレートを選択する
API Gateway は、以下のロジックを使用して、Velocity Template Language (VTL) のマッピングテンプ
レートの選択、メソッドリクエストから対応する統合リクエストへのペイロードのマッピング、統合レス
ポンスから対応するメソッドレスポンスへのペイロードのマッピングを行います。
リクエストペイロードの場合、API Gateway はリクエストの Content-Type ヘッダー値をキーとして
使用して、リクエストペイロードのマッピングテンプレートを選択します。レスポンスペイロードの場
合、API Gateway は受信リクエストの Accept ヘッダー値をキーとして使用して、マッピングテンプレー
トを選択します。
Content-Type ヘッダーがリクエストにない場合、API Gateway はデフォルト値が application/
json であると見なします。そのようなリクエストでは、API Gateway は application/json をデ
フォルトキーとして使用してマッピングテンプレートを選択します (定義されている場合)。このキー
に一致するテンプレートがない場合、passthroughBehavior プロパティが WHEN_NO_MATCH または
WHEN_NO_TEMPLATES に設定されていれば、API Gateway はペイロードをマッピングせずに渡します。
Accept ヘッダーがリクエストで指定されていない場合、API Gateway はそのデフォルト値が
application/json であると見なします。この場合、API Gateway は application/json の既存の
マッピングテンプレートを選択してレスポンスペイロードをマッピングします。application/json の
テンプレートが定義されていない場合、API Gateway は最初の既存のテンプレートを選択してデフォルト
として使用し、レスポンスペイロードをマッピングします。同様に、指定された Accept ヘッダー値が既
存のテンプレートキーに一致しない場合、API Gateway は最初の既存のテンプレートを使用します。テン
プレートが定義されていない場合、API Gateway はレスポンスペイロードをマッピングしないまま渡しま
す。
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たとえば、API でリクエストペイロードの application/json テンプレートが定義されており、レ
スポンスペイロードの application/xml テンプレートが定義されているとします。クライアントが
"Content-Type : application/json" と、 "Accept : application/xml" ヘッダーをリクエス
トに設定している場合、リクエストペイロードとレスポンスペイロードの両方が対応するマッピングテン
プレートを使用して処理されます。Accept:application/xml ヘッダーがない場合、application/
xml マッピングテンプレートを使用してレスポンスペイロードがマッピングされます。マッピングされて
いないレスポンスペイロードを代わりに返すには、application/json の空のテンプレートを設定する
必要があります。
マッピングテンプレートを選択するとき、Accept ヘッダーおよび Content-Type ヘッダーか
ら使用されるのは MIME タイプだけです。たとえば、"Content-Type: application/json;
charset=UTF-8" のヘッダーの場合、リクエストテンプレートで application/json キーが選択され
ます。

統合パススルーの動作
非プロキシ統合の場合は、メソッドリクエストにペイロードが含まれ、Content-Type ヘッダーが、指定
されたマッピングテンプレートに一致しないか、マッピングテンプレートが定義されていない場合は、ク
ライアントで提供されたリクエストペイロードを、統合リクエストを通じて変換せずにバックエンドに渡
す選択ができます。このプロセスは統合パススルーと呼ばれます。
プロキシ統合 (p. 280)の場合は、API Gateway がリクエスト全体をバックエンドに渡します。パスス
ルー動作を変更するオプションはありません。
入力リクエストの実際のパススルー動作は、統合リクエストの設定 (p. 343)中に、指定されたマッピング
テンプレートに選択したオプションと、クライアントが受信リクエストで設定する Content Type ヘッダー
によって決まります。次の例では、可能なパススルー動作について示します。
例 1: application/json コンテンツタイプで 1 つのマッピングテンプレートが統合リクエストで定義さ
れている。
Content-Type ヘッダー
\選択されたパススルー
オプション

WHEN_NO_MATCH

WHEN_NO_TEMPLATES

NEVER

なし (デフォルト:
application/json)

リクエストペイロード
はテンプレートを使用
して変換されます。

リクエストペイロード
はテンプレートを使用
して変換されます。

リクエストペイロード
はテンプレートを使用
して変換されます。

application/json

リクエストペイロード
はテンプレートを使用
して変換されます。

リクエストペイロード
はテンプレートを使用
して変換されます。

リクエストペイロード
はテンプレートを使用
して変換されます。

application/xml

リクエストペイロード
は変換されず、そのま
まバックエンドに送信
されます。

リクエストは、HTTP
415 Unsupported
Media Type レスポン
スで拒否されます。

リクエストは、HTTP
415 Unsupported
Media Type レスポン
スで拒否されます。

例 2: application/xml コンテンツタイプで 1 つのマッピングテンプレートが統合リクエストで定義さ
れている。
Content-Type ヘッダー
\選択されたパススルー
オプション

WHEN_NO_MATCH

WHEN_NO_TEMPLATES

NEVER

なし (デフォルト:
application/json)

リクエストペイロード
は変換されず、そのま

リクエストは、HTTP
415 Unsupported

リクエストは、HTTP
415 Unsupported
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Content-Type ヘッダー
\選択されたパススルー
オプション

WHEN_NO_MATCH

WHEN_NO_TEMPLATES

NEVER

まバックエンドに送信
されます。

Media Type レスポン
スで拒否されます。

Media Type レスポン
スで拒否されます。

application/json

リクエストペイロード
は変換されず、そのま
まバックエンドに送信
されます。

リクエストは、HTTP
415 Unsupported
Media Type レスポン
スで拒否されます。

リクエストは、HTTP
415 Unsupported
Media Type レスポン
スで拒否されます。

application/xml

リクエストペイロード
はテンプレートを使用
して変換されます。

リクエストペイロード
はテンプレートを使用
して変換されます。

リクエストペイロード
はテンプレートを使用
して変換されます。

API Gateway マッピングテンプレートとアクセスのログ記録の変
数リファレンス
このセクションでは、Amazon API Gateway がデータモデル、オーソライザー、マッピングテンプレー
ト、および CloudWatch アクセスログ記録での使用に定義している変数と関数についてのリファレンス情
報を提供します。これらの変数と関数の使用方法の詳細については、「the section called “モデルとマッピ
ングテンプレートの使用” (p. 332)」を参照してください。
トピック
• データモデル、オーソライザー、マッピングテンプレート、および CloudWatch アクセスログ記録用
の $context 変数 (p. 365)
• $context 変数テンプレートの例 (p. 371)
• アクセスログ記録専用の $context 変数 (p. 372)
• $input 変数 (p. 373)
• $input 変数テンプレートの例 (p. 374)
• $stageVariables (p. 376)
• $util 変数 (p. 377)

Note
$method と $integration の変数については、「the section called “リクエストおよびレスポン
スデータマッピングのリファレンス” (p. 360)」を参照してください。

データモデル、オーソライザー、マッピングテンプレート、および CloudWatch
アクセスログ記録用の $context 変数
以下の $context 変数は、データモデル、オーソライザー、マッピングテンプレート、そして
CloudWatch アクセスログ記録に使用することができます。
CloudWatch アクセスログ記録にのみ使用できる $context 変数については、「the section called “アクセ
スログ記録専用の $context 変数” (p. 372)」を参照してください。
パラメータ

説明

$context.accountId

API 所有者の AWS アカウント ID。

$context.apiId

API Gateway が API に割り当てる識別子。
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パラメータ

説明

$context.authorizer.claims.property

メソッドの呼び出し側が認証に成功した後に
Amazon Cognito ユーザープールから返される
クレームのプロパティ。詳細については、「the
section called “REST API のオーソライザーと
して Amazon Cognito ユーザープールを使用す
る” (p. 268)」を参照してください。

Note
$context.authorizer.claims を呼び
出すと NULL が返されます。
$context.authorizer.principalId

クライアントにより送信され、API Gateway
Lambda オーソライザー (以前のカスタムオー
ソライザー) から返されたトークンと関連付け
られたプリンシパルユーザー ID。詳細について
は、「the section called “Lambda 認証を使用す
る” (p. 251)」を参照してください。

$context.authorizer.property

API Gateway Lambda オーソライザーの関数から
返された context マップの指定されたキー/値
ペアの文字列化された値。たとえば、オーソライ
ザーが次の context マップを返すとします。
"context" : {
"key": "value",
"numKey": 1,
"boolKey": true
}

$context.authorizer.key の呼
び出しでは "value" 文字列が返さ
れ、$context.authorizer.numKey
の呼び出しでは "1" 文字列が返さ
れ、$context.authorizer.boolKey の呼び出
しでは "true" 文字列が返されます。
詳細については、「the section called “Lambda 認
証を使用する” (p. 251)」を参照してください。
$context.awsEndpointRequestId

AWS エンドポイントのリクエスト ID。

$context.domainName

API の呼び出しに使用された完全ドメイン名。こ
れは、受信 Host ヘッダーと同じである必要があ
ります。

$context.domainPrefix

$context.domainName の 1 つ目のラベル。多く
の場合、これは発信者/顧客識別子として使用され
ます。

366

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
データ変換

パラメータ

説明

$context.error.message

API Gateway のエラーメッセージを含む文字列。
この変数は、Velocity Template Language エン
ジン、およびアクセスログ記録では処理されな
い、GatewayResponse 本文マッピングテンプ
レートの単純な変数の置換でのみ使用できます。
詳細については、「the section called “メトリク
ス” (p. 760)」および「the section called “エラー
レスポンスをカスタマイズするためのゲートウェ
イレスポンスのセットアップ” (p. 378)」を参照
してください。

$context.error.messageString

$context.error.message を引用符で囲んだ
値、つまり "$context.error.message"。

$context.error.responseType

GatewayResponse の type。この変数は、Velocity
Template Language エンジン、およびアクセス
ログ記録では処理されない、GatewayResponse
本文マッピングテンプレートの単純な変数の置
換でのみ使用できます。詳細については、「the
section called “メトリクス” (p. 760)」および
「the section called “エラーレスポンスをカスタマ
イズするためのゲートウェイレスポンスのセット
アップ” (p. 378)」を参照してください。

$context.error.validationErrorString

詳細な検証エラーメッセージを含む文字列。

$context.extendedRequestId

API Gateway が生成して API リクエストに割り当
てる拡張 ID。拡張リクエスト ID には、デバッグと
トラブルシューティングに役立つ情報が含まれて
います。

$context.httpMethod

使用される HTTP メソッドです。有効な値に
は、DELETE、GET、HEAD、OPTIONS、PATCH、POST
および PUT があります。

$context.identity.accountId

リクエストに関連付けられた AWS アカウント ID
です。

$context.identity.apiKey

API キーを必要とする API メソッドの場合、こ
の変数はメソッドリクエストに関連付けられて
いる API キーです。API キーを必要としないメ
ソッドの場合、この変数は null になります。詳
細については、「the section called “使用量プラ
ン” (p. 510)」を参照してください。

$context.identity.apiKeyId

API キーを必要とする API リクエストに関連付け
られた API キー ID。

$context.identity.caller

リクエストに署名した発信者のプリンシパル
ID。IAM 認証を使用するリソースでサポートされ
ています。
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パラメータ

説明

リクエストを行う発信者が使用する Amazon
$context.identity.cognitoAuthenticationProvider
Cognito 認証プロバイダーのカンマ区切りのリス
ト。リクエストが Amazon Cognito 認証情報で署
名されている場合にのみ使用できます。
たとえば、Amazon Cognito ユーザープール
のアイデンティティの場合、cognito-idp.
region.amazonaws.com/
user_pool_id,cognitoidp.region.amazonaws.com/
user_pool_id:CognitoSignIn:token
subject claim
詳しくは、Amazon Cognito デベロッパーガイドの
「Amazon Cognito ID プール (フェデレーティッド
ID)」を参照してください。
リクエストを行う発信者の Amazon Cognito 認
$context.identity.cognitoAuthenticationType
証タイプ。リクエストが Amazon Cognito 認
証情報で署名されている場合にのみ使用でき
ます。有効な値は、認証されたアイデンティ
ティauthenticatedおよび認証されていないアイ
デンティティunauthenticatedです。
$context.identity.cognitoIdentityId

リクエストを行う発信者の Amazon Cognito ID。
リクエストが Amazon Cognito 認証情報で署名さ
れている場合にのみ使用できます。

$context.identity.cognitoIdentityPoolId リクエストを行う発信者の Amazon Cognito ID
プール ID。リクエストが Amazon Cognito 認証情
報で署名されている場合にのみ使用できます。
$context.identity.principalOrgId

AWS 組織 ID。

$context.identity.sourceIp

API Gateway エンドポイントへのリクエストを実
行する即時 TCP 接続のソース IP アドレス。

クライアントが相互 TLS 認証中に提示した PEM
$context.identity.clientCert.clientCertPem
エンコードされたクライアント証明書。相互 TLS
が有効なカスタムドメイン名を使用してクライア
ントが API にアクセスすると、アクセスログに存
在します。相互 TLS 認証が失敗した場合にのみ、
アクセスログに存在します。
$context.identity.clientCert.subjectDN

クライアントが提示する証明書のサブジェクトの
識別名。相互 TLS が有効なカスタムドメイン名を
使用してクライアントが API にアクセスすると、
アクセスログに存在します。相互 TLS 認証が失敗
した場合にのみ、アクセスログに存在します。

$context.identity.clientCert.issuerDN

クライアントが提示する証明書の発行者の識別
名。相互 TLS が有効なカスタムドメイン名を使用
してクライアントが API にアクセスすると、アク
セスログに存在します。相互 TLS 認証が失敗した
場合にのみ、アクセスログに存在します。
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パラメータ

説明

証明書のシリアル番号。相互 TLS が有効なカスタ
$context.identity.clientCert.serialNumber
ムドメイン名を使用してクライアントが API にア
クセスすると、アクセスログに存在します。相互
TLS 認証が失敗した場合にのみ、アクセスログに
存在します。
証明書が無効になる前の日付。相互 TLS が有効
$context.identity.clientCert.validity.notBefore
なカスタムドメイン名を使用してクライアントが
API にアクセスすると、アクセスログに存在しま
す。相互 TLS 認証が失敗した場合にのみ、アクセ
スログに存在します。
証明書が無効になった日付。相互 TLS が有効なカ
$context.identity.clientCert.validity.notAfter
スタムドメイン名を使用してクライアントが API
にアクセスすると、アクセスログに存在します。
相互 TLS 認証が失敗した場合にのみ、アクセスロ
グに存在します。
$context.identity.user

リソースアクセスに対して許可されるユーザーの
プリンシパル識別子。IAM 認証を使用するリソー
スでサポートされています。

$context.identity.userAgent

API 発信者の User-Agent ヘッダー。

$context.identity.userArn

認証後に識別された有効ユーザーの Amazon
リソースネーム (ARN) です。詳細について
は、「https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/
UserGuide/id_users.html」を参照してください。

$context.path

リクエストパス。たとえば、https://
{rest-api-id}.execute-api.
{region}.amazonaws.com/{stage}/root/
child の非プロキシリクエスト URL の場
合、$context.path 値は /{stage}/root/
child。

$context.protocol

HTTP/1.1 などのリクエストプロトコル。

$context.requestId

リクエストの ID。クライアントは、こ
のリクエスト ID を上書きできます。API
Gateway が生成する一意のリクエスト ID に
$context.extendedRequestId を使用します。

リクエストヘッダーオーバーライド。このパ
$context.requestOverride.header.header_name
ラメータが定義されている場合、[Integration
Request (統合リクエスト)] ペインで定義されてい
る [HTTP Headers (HTTP ヘッダー)] の代わりに
使用されるヘッダーが含まれます。詳細について
は、「マッピングテンプレートを使用して、API
のリクエストおよびレスポンスパラメータとス
テータスコードをオーバーライドする (p. 338)」
を参照してください。
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パラメータ

説明

$context.requestOverride.path.path_name リクエストパスオーバーライド。このパラメー
タが定義されている場合、[Integration Request
(統合リクエスト)] ペインで定義されている [URL
Path Parameters (URL パスパラメータ)] の代わ
りに使用されるリクエストパスが含まれます。
詳細については、「マッピングテンプレートを
使用して、API のリクエストおよびレスポンスパ
ラメータとステータスコードをオーバーライドす
る (p. 338)」を参照してください。
リクエストクエリ文字列オーバーライド。この
$context.requestOverride.querystring.querystring_name
パラメータが定義されている場合、[Integration
Request (統合リクエスト)] ペインで定義されてい
る [URL Query String Parameters (URL クエリ文
字列パラメータ)] の代わりに使用されるリクエス
トクエリ文字列が含まれます。詳細については、
「マッピングテンプレートを使用して、API のリ
クエストおよびレスポンスパラメータとステータ
スコードをオーバーライドする (p. 338)」を参照
してください。
レスポンスヘッダーオーバーライド。このパ
$context.responseOverride.header.header_name
ラメータが定義されている場合、[Integration
Response (統合レスポンス)] ペインの [Default
mapping (デフォルトのマッピング)] として定義
されている [Response header (レスポンスヘッ
ダー)] の代わりに返されるヘッダーが含まれま
す。詳細については、「マッピングテンプレート
を使用して、API のリクエストおよびレスポンス
パラメータとステータスコードをオーバーライド
する (p. 338)」を参照してください。
$context.responseOverride.status

レスポンスステータスコードオーバーライド。こ
のパラメータが定義されている場合、[Integration
Response (統合レスポンス)] ペインの [Default
mapping (デフォルトのマッピング)] として定義さ
れている [Method response status (メソッドレスポ
ンスのステータス)] の代わりに返されるステータ
スコードが含まれます。詳細については、「マッ
ピングテンプレートを使用して、API のリクエス
トおよびレスポンスパラメータとステータスコー
ドをオーバーライドする (p. 338)」を参照してく
ださい。

$context.requestTime

CLF 形式の要求時間 (dd/MMM/yyyy:HH:mm:ss
+-hhmm)。

$context.requestTimeEpoch

エポック形式のリクエスト時間 (ミリ秒単位)。

$context.resourceId

API Gateway がリソースに割り当てる識別子で
す。
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パラメータ

説明

$context.resourcePath

リソースへのパスです。たとえば、https://
{rest-api-id}.execute-api.
{region}.amazonaws.com/{stage}/
root/child の非プロキシリクエスト URI の場
合、$context.resourcePath 値は /root/
child。詳細については、「チュートリアル:
HTTP 非プロキシ統合を使用して REST API をビ
ルドする (p. 49)」を参照してください。

$context.stage

API リクエストのデプロイステージ (Beta、Prod
など)。

$context.wafResponseCode

AWS WAF から受け取ったレスポンス:
WAF_ALLOW または WAF_BLOCK。ステージがウェ
ブ ACL に関連付けられていない場合は、設定さ
れません。詳細については、「the section called
“AWS WAF” (p. 627)」を参照してください。

$context.webaclArn

リクエストを許可するかブロックするかを決定す
るために使用されるウェブ ACL の完全な ARN。
ステージがウェブ ACL に関連付けられていない
場合は、設定されません。詳細については、「the
section called “AWS WAF” (p. 627)」を参照して
ください。

$context 変数テンプレートの例
API メソッドが、構造化データを特定のフォーマットにする必要があるバックエンドにデータを渡す場
合、マッピングテンプレートで $context 変数を使用することをお勧めします。
次の例は、統合リクエストペイロード内で、受信 $context 変数をわずかに異なる名前のバックエンド変
数にマッピングするマッピングテンプレートを示しています。

Note
変数の 1 つは API キーであることに注意してください。この例では、メソッドで「API キーを要
求する」が有効になっていることを前提としています。
{

}

"stage" : "$context.stage",
"request_id" : "$context.requestId",
"api_id" : "$context.apiId",
"resource_path" : "$context.resourcePath",
"resource_id" : "$context.resourceId",
"http_method" : "$context.httpMethod",
"source_ip" : "$context.identity.sourceIp",
"user-agent" : "$context.identity.userAgent",
"account_id" : "$context.identity.accountId",
"api_key" : "$context.identity.apiKey",
"caller" : "$context.identity.caller",
"user" : "$context.identity.user",
"user_arn" : "$context.identity.userArn"
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アクセスログ記録専用の $context 変数
以下の $context 変数は、アクセスログ記録でのみ使用できます。詳細については、「the section called
“CloudWatch Logs” (p. 644)」を参照してください。(WebSocket API については、「the section called
“メトリクス” (p. 760)」を参照してください。)
パラメータ

説明

$context.authorize.error

認可エラーメッセージ。

$context.authorize.latency

認可レイテンシー (ミリ秒単位)。

$context.authorize.status

認可の試行から返されたステータスコード。

$context.authorizer.error

オーソライザーから返されたエラーメッセージ。

$context.authorizer.integrationLatency

オーソライザーのレイテンシー (ミリ秒単位)。

$context.authorizer.integrationStatus

Lambda オーソライザーから返されたステータス
コード。

$context.authorizer.latency

オーソライザーのレイテンシー (ミリ秒単位)。

$context.authorizer.requestId

AWS エンドポイントのリクエスト ID。

$context.authorizer.status

オーソライザーから返されたステータスコード。

$context.authenticate.error

認証の試行から返されたエラーメッセージ。

$context.authenticate.latency

認証レイテンシー (ミリ秒単位)。

$context.authenticate.status

認証の試行から返されたステータスコード。

$context.customDomain.basePathMatched

受信リクエストが一致した API マッピングのパ
ス。クライアントがカスタムドメイン名を使用し
て API にアクセスする場合に適用されます。た
とえば、クライアントがリクエストを https://
api.example.com/v1/orders/1234 に送信
し、リクエストがパス v1/orders を持つ API
マッピングと一致する場合 、値は v1/orders に
なります。詳細については、「the section called
“API マッピング” (p. 497)」を参照してくださ
い。

$context.integration.error

統合から返されたエラーメッセー
ジ。$context.integrationErrorMessage と
同等です。

$context.integration.integrationStatus

Lambda プロキシ統合の場合、バックエンドの
Lambda 関数コードからではなく、AWS Lambda
から返されるステータスコード。

$context.integration.latency

統合レイテンシー (ミリ
秒)。$context.integrationLatency と同等で
す。

$context.integration.requestId

AWS エンドポイントのリクエスト
ID。$context.awsEndpointRequestId と同等
です。
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パラメータ

説明

$context.integration.status

統合から返されたステータスコード。Lambda
プロキシ統合では、これは Lambda 関数コー
ドから返されたステータスコードです。これは
$context.integrationStatus と同等です。

$context.integrationErrorMessage

統合エラーメッセージを含む文字列。

$context.integrationLatency

統合レイテンシー (ミリ秒)。

$context.integrationStatus

Lambda プロキシ統合の場合、このパラメータ
はバックエンド Lambda 関数コードからではな
く、AWS Lambda から返されるステータスコード
を表します。

$context.responseLatency

レスポンスレイテンシー (ミリ秒)。

$context.responseLength

レスポンスペイロードの長さ。

$context.status

メソッドレスポンスのステータス。

$context.waf.error

から返されたエラーメッセージAWS WAF

$context.waf.latency

AWS WAF レイテンシー (ミリ秒単位)。

$context.waf.status

から返されたステータスコードAWS WAF

$context.xrayTraceId

X-Rayトレースのトレース ID。詳細については、
「the section called “AWS X-Ray のセットアッ
プ” (p. 649)」を参照してください。

$input 変数
$input 変数は、マッピングテンプレートによって処理されるメソッドリクエストペイロードとパラメー
タを示します。この変数は 4 つの関数を提供します。
変数と関数

説明

$input.body

文字列として raw リクエストペイロードを返しま
す。

$input.json(x)

この関数は、JSONPath の式を評価し、結果を
JSON 文字列で返します。
たとえば $input.json('$.pets') は、pets 構
造を表す JSON 文字列を返します。
JSONPath の詳細については、JSONPath または
JSONPath for Java を参照してください。
すべてのリクエストパラメータのマップを返しま
す。インジェクション攻撃の可能性を避けるた
め、$util.escapeJavaScript を使用して結
果をサニタイズすることをお勧めします。リクエ
ストのサニタイズを完全に制御するには、テンプ
レートなしでプロキシ統合を使用し、統合でリク
エストのサニタイズを処理します。

$input.params()
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変数と関数

説明

$input.params(x)

パラメータ名文字列 x が指定された場合に、パ
ス、クエリ文字列、またはヘッダー値から (この
順番で検索される) メソッドリクエストパラメー
タの値を返します。インジェクション攻撃の可能
性を避けるため、$util.escapeJavaScript を
使用してパラメータをサニタイズすることをお勧
めします。パラメータのサニタイズを完全に制御
するには、テンプレートなしでプロキシ統合を使
用し、統合でリクエストのサニタイズを処理しま
す。

$input.path(x)

JSONPath 式文字列 (x) を受け取り、結果の
JSON オブジェクト表現を返します。これによ
り、Apache Velocity Template Language (VTL) で
ペイロード要素にネイティブにアクセスして操作
できます。
たとえば、式 $input.path('$.pets') が次の
ようにオブジェクトを返すとします。
[

{

"id": 1,
"type": "dog",
"price": 249.99

},
{

"id": 2,
"type": "cat",
"price": 124.99

},
{

]

}

"id": 3,
"type": "fish",
"price": 0.99

$input.path('$.pets').count() は "3" を
返します。
JSONPath の詳細については、JSONPath または
JSONPath for Java を参照してください。

$input 変数テンプレートの例
パラメータマッピングテンプレートの例
以下のパラメータマッピングの例では、path、querystring、および header を含むすべてのパラメー
タが、JSON ペイロードを介して統合エンドポイントに渡されます。
#set($allParams = $input.params())
{
"params" : {
#foreach($type in $allParams.keySet())
#set($params = $allParams.get($type))
"$type" : {
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#foreach($paramName in $params.keySet())
"$paramName" : "$util.escapeJavaScript($params.get($paramName))"
#if($foreach.hasNext),#end
#end

}

}

}
#if($foreach.hasNext),#end
#end

事実上、このマッピングテンプレートは、すべてのリクエストパラメータを次に示すようにペイロードに
出力します。
{

}

"params" : {
"path" : {
"path_name" : "path_value",
...
}
"header" : {
"header_name" : "header_value",
...
}
"querystring" : {
"querystring_name" : "querystring_value",
...
}
}

クエリ文字列を取得する $input 変数やモデルを使用するまたは使用しないリクエストボディを使用する
ことが必要な場合があります。さらに、パラメータ、ペイロード、またはペイロードのサブセクションを
Lambda 関数に組み込むことが必要な場合があります。次の例は、その方法を示しています。

$input を使用した JSON マッピングテンプレートの例
次の例に、マッピングを使用してクエリ文字列の名前を読み取り、POST 本文全体を要素に含める方法を
示します。
{
}

"name" : "$input.params('name')",
"body" : $input.json('$')

JSON の入力に JavaScript で解析できない文字がエスケープされずに含まれている場合、400 レスポン
スが返されることがあります。上記の $util.escapeJavaScript($input.json('$')) を適用する
と、JSON の入力を正しく解析できるようになります。

$input を使用したマッピングテンプレートの例
次の例に、JSONPath 式を json() メソッドに渡す方法を示します。さらに、プロパティ名の前にピリオ
ド (.) を使用して、リクエストボディオブジェクトの特定のプロパティを読み取ることができます。
{
}

"name" : "$input.params('name')",
"body" : $input.json('$.mykey')

メソッドリクエストのペイロードに、JavaScript で解析できない文字がエスケープされずに含まれている
場合、400 レスポンスが返されることができます。この場合、次に示すように、マッピングテンプレート
で $util.escapeJavaScript() 関数を呼び出す必要があります。
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{
}

"name" : "$input.params('name')",
"body" : $util.escapeJavaScript($input.json('$.mykey'))

$input を使用したリクエストとレスポンスの例
以下に、3 つすべての関数を使用する例を示します。
リクエストテンプレート:
Resource: /things/{id}
With input template:
{
"id" : "$input.params('id')",
"count" : "$input.path('$.things').size()",
"things" : $util.escapeJavaScript($input.json('$.things'))
}
POST /things/abc
{
"things" : {
"1" : {},
"2" : {},
"3" : {}
}
}

レスポンス:
{

}

"id": "abc",
"count": "3",
"things": {
"1": {},
"2": {},
"3": {}
}

マッピングのその他の例については、モデルとマッピングテンプレートの使用 (p. 332) を参照してくだ
さい。

$stageVariables
ステージ変数は、パラメータマッピングおよびマッピングテンプレートで使用できます。また、メソッ
ド統合で使用される ARN および URL のプレースホルダーとして使用できます。詳細については、「the
section called “ステージ変数のセットアップ” (p. 458)」を参照してください。
構文

説明

$stageVariables.<variable_name>

<variable_name> はステージ変数名を表しま
す。

$stageVariables['<variable_name>']

<variable_name> は任意のステージ変数名を表
します。

${stageVariables['<variable_name>']}

<variable_name> は任意のステージ変数名を表
します。
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$util 変数
$util 変数には、マッピングテンプレートで使用するための効用関数が含まれます。

Note
別に指定されていない限り、デフォルトの文字は UTF-8 に設定されます。
関数

説明

$util.escapeJavaScript()

JavaScript 文字列ルールを使用して文字列内の文
字をエスケープします。

Note
この関数は、通常の一重引用符 (') をエ
スケープした一重引用符 (\') に変換し
ます。ただし、エスケープした一重引用
符は JSON で有効ではありません。した
がって、この関数からの出力を JSON の
プロパティで使用する場合、エスケープ
した一重引用符 (\') を通常の一重引用符
(') に戻す必要があります。これを次の例
で示します:
$util.escapeJavaScript(data).replaceAll("\
\'","'")

"stringified" JSON を受け取り、結果のオブジェ
クト表現を返します。この関数の結果を使用し
て、Apache Velocity Template Language (VTL)
でペイロード要素にネイティブにアクセスしてこ
れらの要素を操作できるようになります。たとえ
ば、次のペイロードがあるとします。

$util.parseJson()

{"errorMessage":"{\"key1\":\"var1\",
\"key2\":{\"arr\":[1,2,3]}}"}

さらに、次のマッピングテンプレートを使用する
とします。
#set ($errorMessageObj =
$util.parseJson($input.path('$.errorMessage')))
{
"errorMessageObjKey2ArrVal" :
$errorMessageObj.key2.arr[0]
}

この場合、次の出力が返されます。
{
}

"errorMessageObjKey2ArrVal" : 1

文字列を「application/x-www-form-urlencoded」形
式に変換します。

$util.urlEncode()
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関数

説明

$util.urlDecode()

「application/x-www-form-urlencoded」文字列をデ
コードします。

$util.base64Encode()

データを base64 エンコードされた文字列にエン
コードします。

$util.base64Decode()

base64 エンコードされた文字列からデータをデ
コードします。

API Gateway でのゲートウェイレスポンス
ゲートウェイレスポンスは、API Gateway によって定義されたレスポンスタイプで識別されます。レスポ
ンスは、HTTP ステータスコード、パラメータマッピングで指定される追加のヘッダーのセット、および
VTL 以外のマッピングテンプレートで生成されるペイロードで構成されます。
API Gateway REST API では、ゲートウェイレスポンスは GatewayResponse によって表され
ます。OpenAPI では、GatewayResponse インスタンスは x-amazon-apigateway-gatewayresponses.gatewayResponse (p. 785) 拡張子で記述されます。
ゲートウェイレスポンスを有効にするには、API レベルでサポートされているレスポンスタイ
プ (p. 381)のゲートウェイレスポンスを設定します。API Gateway からこのタイプのレスポンスが返さ
れるたびに、ゲートウェイレスポンスに定義されているヘッダーマッピングとペイロードマッピングテン
プレートに適用されてマッピングされた結果が API 発信者に返されます。
次のセクションでは、API Gateway コンソールと API Gateway REST API を使用してゲートウェイレスポ
ンスを設定する方法を示します。

エラーレスポンスをカスタマイズするためのゲートウェイレスポ
ンスのセットアップ
API Gateway は、受信リクエストを処理できない場合、統合バックエンドにリクエストを転送せずにク
ライアントにエラーレスポンスを返します。デフォルトでは、エラーレスポンスにエラーを説明する短い
メッセージが含まれます。たとえば、未定義の API リソースに対してオペレーションを呼び出そうとする
と、{ "message": "Missing Authentication Token" } というメッセージが含まれたエラーレス
ポンスが返されます。API Gateway に慣れていないユーザーには、メッセージの意味がわかりにくい場合
があります。
一部のエラーレスポンスについては、API デベロッパーがカスタマイズして異なる形式で返すことが
API Gateway で許可されています。たとえば、Missing Authentication Token の場合は、次
の例に示すように、元のレスポンスペイロードにヒントを追加し、考えられる原因を説明できます:
{"message":"Missing Authentication Token", "hint":"The HTTP method or resources
may not be supported."}。
API が外部交換と AWS クラウドの間を仲介する場合は、統合リクエストまたは統合レスポンスの VTL
マッピングテンプレートを使用して、ペイロードを 1 つの形式から別の形式にマッピングします。ただ
し、VTL マッピングテンプレートはレスポンスが正常に返される有効なリクエストに対してのみ使用でき
ます。
無効なリクエストに対しては、API Gateway は統合を完全にバイパスしてエラーレスポンスを返します。
エラーレスポンスを交換に準拠した形式にするには、カスタマイズを使用する必要があります。カスタマ
イズは、単純な変数の置換のみをサポートする VTL 以外のマッピングテンプレートでレンダリングされま
す。
API Gateway で生成されたエラーレスポンスを API Gateway で生成される任意のレスポンスに一般化し
たものは、ゲートウェイレスポンスと呼ばれます。これにより、API Gateway で生成されたレスポンスは
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統合レスポンスから区別されます。ゲートウェイレスポンスのマッピングテンプレートは、$context 変
数の値と $stageVariables プロパティの値にアクセスできます。また、method.request.paramposition.param-name 形式のメソッドリクエストのパラメータにもアクセスできます。
$context 変数の詳細については、「データモデル、オーソライザー、マッピングテンプレート、およ
び CloudWatch アクセスログ記録用の $context 変数 (p. 365)」を参照してください。の詳細について
は、「$stageVariables」を参照してください。$stageVariables (p. 376)。メソッドリクエストパ
ラメータの詳細については、「the section called “$input 変数” (p. 373)」を参照してください。
トピック
• API Gateway コンソールを使用して REST API のゲートウェイレスポンスをセットアップす
る (p. 379)
• API Gateway REST API を使用してゲートウェイレスポンスを設定する (p. 380)
• OpenAPI でゲートウェイレスポンスのカスタマイズを設定する (p. 381)
• ゲートウェイレスポンスのタイプ (p. 381)

API Gateway コンソールを使用して REST API のゲートウェイ
レスポンスをセットアップする
API Gateway コンソールを使用してゲートウェイレスポンスをカスタマイズするには
1.
2.

[API Gateway コンソール] にサインインします。
REST API を選択します。

3.
4.

プライマリナビゲーションペインで、[API] の下の [ ゲートウェイレスポンス ] を選択します。
[ゲートウェイのレスポンス] ペインで、レスポンスタイプを選択します。このチュートリアルでは、
[認証トークンが見つかりません (403)] を例として使用します。
API Gateway で生成された [ステータスコード] を変更し、API の要件を満たす別のステータスコード
を返すことができます。この例では、カスタマイズにより、ステータスコードがデフォルト値 (403)
から 404 に変更されます。これは、見つからないと見なすことができるサポートされていないリソー
スや無効なリソースをクライアントが呼び出したときに、このエラーメッセージが発生するためで
す。
カスタムヘッダーを返すには、[レスポンスヘッダー] の [ヘッダーの追加] を選択します。例として、
以下のカスタムヘッダーを追加します。

5.

6.

Access-Control-Allow-Origin:'a.b.c'
x-request-id:method.request.header.x-amzn-RequestId
x-request-path:method.request.path.petId
x-request-query:method.request.querystring.q

7.

前述のヘッダーマッピングで、静的ドメイン名 ('a.b.c') は Allow-Control-Allow-Origin ヘッ
ダーにマッピングされて、CORS から API へのアクセスが許可されます。x-amzn-RequestId パス
変数はレスポンスの request-id にマッピングされます。受信リクエストの petId パス変数はレス
ポンスの request-path ヘッダーにマッピングされます。元のリクエストの q クエリパラメータは
レスポンスの request-query ヘッダーにマッピングされます。
[Mapping Templates] (マッピングテンプレート) で、[Content Type] (コンテンツタイプ) を
application/json にしたまま、[Body Mapping Template] (本文マッピングテンプレート) エディタ
に次の本文マッピングテンプレートを入力します。
{

"message":"$context.error.messageString",
"type": "$context.error.responseType",
"statusCode": "'404'",
"stage": "$context.stage",
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}

"resourcePath": "$context.resourcePath",
"stageVariables.a": "$stageVariables.a"

この例では、$context プロパティと $stageVariables プロパティを、ゲートウェイレスポンス
本文のプロパティにマッピングする方法を示しています。
8.

[保存] を選択します。

9.

新規または既存のステージに API をデプロイします。

10. 該当する API メソッドの呼び出し URL は https://o81lxisefl.execute-api.useast-1.amazonaws.com/custErr/pets/{petId} であると仮定して、次の CURL コマンドを呼
び出してテストします。
curl -v -H 'x-amzn-RequestId:123344566' https://o81lxisefl.execute-api.useast-1.amazonaws.com/custErr/pets/5/type?q=1

追加のクエリ文字列パラメーター q=1 は API と互換性がないため、指定されたゲートウェイのレス
ポンスをトリガーするために、エラーが返されます。次のようなゲートウェイレスポンスが返されま
す。
> GET /custErr/pets/5?q=1 HTTP/1.1
Host: o81lxisefl.execute-api.us-east-1.amazonaws.com
User-Agent: curl/7.51.0
Accept: */*
HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: application/json
Content-Length: 334
Connection: keep-alive
Date: Tue, 02 May 2017 03:15:47 GMT
x-amzn-RequestId: 123344566
Access-Control-Allow-Origin: a.b.c
x-amzn-ErrorType: MissingAuthenticationTokenException
header-1: static
x-request-query: 1
x-request-path: 5
X-Cache: Error from cloudfront
Via: 1.1 441811a054e8d055b893175754efd0c3.cloudfront.net (CloudFront)
X-Amz-Cf-Id: nNDR-fX4csbRoAgtQJ16u0rTDz9FZWT-Mk93KgoxnfzDlTUh3flmzA==
{

}

"message":"Missing Authentication Token",
"type": MISSING_AUTHENTICATION_TOKEN,
"statusCode": '404',
"stage": custErr,
"resourcePath": /pets/{petId},
"stageVariables.a": a

前述の例では、API バックエンドが Pet Store であること、さらに API にステージ変数 a が定義され
ていることを前提としています。

API Gateway REST API を使用してゲートウェイレスポンスを設
定する
API Gateway REST API を使用してゲートウェイレスポンスをカスタマイズする前に、API が作成済
みで、その識別子を取得済みであることが必要です。API 識別子を取得するには、restapi:gatewayresponses リンクリレーションに従い、その結果を確認します。
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API Gateway REST API を使用してゲートウェイレスポンスをカスタマイズするには
1.

ゲートウェイレスポンスインスタンス全体を上書きするには、gatewayresponse:put アクションを
呼び出します。URL パスパラメータで目的の responseType を指定し、リクエストペイロードに
statusCode、responseParameters、および responseTemplates マッピングを指定します。

2.

GatewayResponse インスタンスの一部を更新するには、gatewayresponse:update アクショ
ンを呼び出します。URL パラメータに responseType を指定し、リクエストペイロード
に、たとえば GatewayResponse や responseParameters マッピングなど、必要な個々の
responseTemplates プロパティを指定します。

OpenAPI でゲートウェイレスポンスのカスタマイズを設定する
API ルートレベルで x-amazon-apigateway-gateway-responses 拡張子を使用
し、OpenAPI でゲートウェイレスポンスをカスタマイズできます。次の OpenAPI の定義
は、MISSING_AUTHENTICATION_TOKEN タイプの GatewayResponse をカスタマイズする例を示してい
ます。
"x-amazon-apigateway-gateway-responses": {
"MISSING_AUTHENTICATION_TOKEN": {
"statusCode": 404,
"responseParameters": {
"gatewayresponse.header.x-request-path": "method.input.params.petId",
"gatewayresponse.header.x-request-query": "method.input.params.q",
"gatewayresponse.header.Access-Control-Allow-Origin": "'a.b.c'",
"gatewayresponse.header.x-request-header": "method.input.params.Accept"
},
"responseTemplates": {
"application/json": "{\n
\"message\": $context.error.messageString,\n
\"type\": \"$context.error.responseType\",\n
\"stage\": \"$context.stage
\",\n
\"resourcePath\": \"$context.resourcePath\",\n
\"stageVariables.a\":
\"$stageVariables.a\",\n
\"statusCode\": \"'404'\"\n}"
}
}

この例では、カスタマイズによってステータスコードをデフォルト (403) から 404 に変更します。また、
ゲートウェイレスポンスに 4 つのヘッダーパラメータと、application/json メディアタイプの 1 つの
本文マッピングテンプレートを追加します。

ゲートウェイレスポンスのタイプ
API Gateway では、API デベロッパーがカスタマイズできる以下のゲートウェイレスポンスを公開してい
ます。
ゲートウェイレスポンスのタイ
プ

デフォルトのステータスコード

説明

ACCESS_DENIED

403

認証が失敗した場合のゲート
ウェイレスポンス—たとえば、
カスタムまたは Amazon Cognito
オーソライザーによってアクセ
スが拒否された場合などが該当
します。レスポンスタイプが未
指定の場合、このレスポンスは
デフォルトで DEFAULT_4XX タ
イプになります。
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ゲートウェイレスポンスのタイ
プ

デフォルトのステータスコード

説明

API_CONFIGURATION_ERROR

500

API 設定が無効な場合のゲー
トウェイレスポンス — たとえ
ば、無効なエンドポイントアド
レスが送信された場合、バイナ
リサポートが有効になっている
ときにバイナリデータに対する
Base64 デコーディングが失敗
した場合、統合レスポンスマッ
ピングがいずれのテンプレー
トとも一致せず、デフォルトテ
ンプレートも設定されていない
場合などが該当します。レスポ
ンスタイプが未指定の場合、こ
のレスポンスはデフォルトで
DEFAULT_5XX タイプになりま
す。

AUTHORIZER_CONFIGURATION_ERROR
500

カスタムまたは Amazon Cognito
オーソライザーへの接続が失敗
した場合のゲートウェイレスポ
ンス。レスポンスタイプが未指
定の場合、このレスポンスはデ
フォルトで DEFAULT_5XX タイ
プになります。

AUTHORIZER_FAILURE

500

カスタムまたは Amazon Cognito
オーソライザーが発信者の認証
に失敗した場合のゲートウェイ
レスポンス。レスポンスタイプ
が未指定の場合、このレスポン
スはデフォルトで DEFAULT_5XX
タイプになります。

BAD_REQUEST_PARAMETERS

400

有効になっているリクエストの
検証に基づいてリクエストパ
ラメータを検証できない場合の
ゲートウェイレスポンス。レス
ポンスタイプが未指定の場合、
このレスポンスはデフォルトで
DEFAULT_4XX タイプになりま
す。

BAD_REQUEST_BODY

400

有効になっているリクエストの
検証に基づいてリクエストボ
ディを検証できない場合のゲー
トウェイレスポンス。レスポ
ンスタイプが未指定の場合、こ
のレスポンスはデフォルトで
DEFAULT_4XX タイプになりま
す。
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ゲートウェイレスポンスのタイ
プ

デフォルトのステータスコード

説明

DEFAULT_4XX

Null

レスポンスタイプが未指定で、
ステータスコードが 4XX のデ
フォルトのゲートウェイレスポ
ンス。このフォールバックゲー
トウェイレスポンスのステータ
スコードを変更すると、他のす
べての 4XX レスポンスのステー
タスコードが新しい値に変更さ
れます。このステータスコード
を null にリセットすると、他の
すべての 4XX レスポンスのス
テータスコードが元の値に戻り
ます。

Note
AWS WAF カスタムレ
スポンスは、カスタム
ゲートウェイレスポンス
よりも優先されます。
DEFAULT_5XX

Null

レスポンスタイプが未指定で、
ステータスコードが 5XX のデ
フォルトのゲートウェイレスポ
ンス。このフォールバックゲー
トウェイレスポンスのステータ
スコードを変更すると、他のす
べての 5XX レスポンスのステー
タスコードが新しい値に変更さ
れます。このステータスコード
を null にリセットすると、他の
すべての 5XX レスポンスのス
テータスコードが元の値に戻り
ます。

EXPIRED_TOKEN

403

AWS 認証トークンの有効期限が
切れた場合のゲートウェイレス
ポンス。レスポンスタイプが未
指定の場合、このレスポンスは
デフォルトで DEFAULT_4XX タ
イプになります。

INTEGRATION_FAILURE

504

統合が失敗した場合のゲート
ウェイレスポンス。レスポン
スタイプが未指定の場合、こ
のレスポンスはデフォルトで
DEFAULT_5XX タイプになりま
す。

INTEGRATION_TIMEOUT

504

統合がタイムアウトした場合の
ゲートウェイレスポンス。レス
ポンスタイプが未指定の場合、
このレスポンスはデフォルトで
DEFAULT_5XX タイプになりま
す。

383

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
ゲートウェイレスポンス

ゲートウェイレスポンスのタイ
プ

デフォルトのステータスコード

説明

INVALID_API_KEY

403

API キーを必要としているメソッ
ドに対して無効な API キーが送
信された場合のゲートウェイレ
スポンス。レスポンスタイプが
未指定の場合、このレスポンス
はデフォルトで DEFAULT_4XX
タイプになります。

INVALID_SIGNATURE

403

AWS 署名が無効な場合のゲー
トウェイレスポンス。レスポ
ンスタイプが未指定の場合、こ
のレスポンスはデフォルトで
DEFAULT_4XX タイプになりま
す。

MISSING_AUTHENTICATION_TOKEN
403

認証トークンが見つからない場
合のゲートウェイレスポンス。
サポートされていない API メ
ソッドやリソースをクライア
ントが呼び出そうとした場合
などが該当します。レスポン
スタイプが未指定の場合、こ
のレスポンスはデフォルトで
DEFAULT_4XX タイプになりま
す。

QUOTA_EXCEEDED

429

使用量プランのクォータが超過
した場合のゲートウェイレスポ
ンス。レスポンスタイプが未指
定の場合、このレスポンスはデ
フォルトで DEFAULT_4XX タイ
プになります。

REQUEST_TOO_LARGE

413

リクエストが大きすぎる場合の
ゲートウェイレスポンス。レス
ポンスタイプが未指定の場合、
このレスポンスはデフォルトで
DEFAULT_4XX タイプになりま
す。

RESOURCE_NOT_FOUND

404

API リクエストが認証および認
可 (API キー認証および認可を
除く) に合格した後で、指定さ
れたリソースを API Gateway で
見つけることができない場合の
ゲートウェイレスポンス。レス
ポンスタイプが未指定の場合、
このレスポンスはデフォルトで
DEFAULT_4XX タイプになりま
す。
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ゲートウェイレスポンスのタイ
プ

デフォルトのステータスコード

説明

THROTTLED

429

使用量プランレベル、メソッド
レベル、ステージレベル、また
はアカウントレベルのスロット
リング制限を超えた場合のゲー
トウェイレスポンス。レスポ
ンスタイプが未指定の場合、こ
のレスポンスはデフォルトで
DEFAULT_4XX タイプになりま
す。

UNAUTHORIZED

401

カスタムまたは Amazon Cognito
オーソライザーが発信者の認証
に失敗した場合のゲートウェイ
レスポンス。

UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE

415

厳格なパススルー動作が有効に
なっているときに、ペイロー
ドがサポートされていないメ
ディアタイプである場合のゲー
トウェイレスポンス。レスポ
ンスタイプが未指定の場合、こ
のレスポンスはデフォルトで
DEFAULT_4XX タイプになりま
す。

WAF_FILTERED

403

リクエストが AWS WAF によっ
てブロックされた場合のゲー
トウェイレスポンス。レスポ
ンスタイプが未指定の場合、こ
のレスポンスはデフォルトで
DEFAULT_4XX タイプになりま
す。

Note
AWS WAF カスタムレ
スポンスは、カスタム
ゲートウェイレスポンス
よりも優先されます。

REST API リソースの CORS を有効にする
Cross-origin resource sharing (CORS) は、ブラウザで実行されているスクリプトから開始されるクロスオ
リジン HTTP リクエストを制限するブラウザのセキュリティ機能です。REST API のリソースが非シンプ
ルクロスオリジンの HTTP リクエストを受け取る場合、CORS サポートを有効にする必要があります。

CORS サポートを有効にするかどうかを決定する
クロスオリジン HTTP リクエストは、以下に対して行われます。
• 別のドメイン (例: example.com から amazondomains.com へ)
• 別のサブドメイン (例: example.com から petstore.example.com へ)
• 別のポート (例: example.com から example.com:10777 へ)
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• 別のプロトコル (例: https://example.com から http://example.com へ)
クロスオリジン HTTP リクエストは、シンプルなリクエスト、およびシンプルではないリクエストの 2 種
類に分類できます。
以下の条件がすべて当てはまる場合、HTTP リクエストはシンプルです。
• GET、HEAD、および POST のリクエストのみを許可する API リソースに対して発行されます。
• それが POST メソッドリクエストの場合、Origin ヘッダーを含める必要があります。
• リクエストのペイロードコンテンツタイプが text/plain、multipart/form-data、または
application/x-www-form-urlencoded の場合。
• リクエストにカスタムヘッダーが含まれていません。
• シンプルなリクエストに関する Mozilla CORS のドキュメントに一覧表示されている追加要件。
シンプルなクロスオリジン POST メソッドリクエストの場合、リソースからのレスポンスには AccessControl-Allow-Origin ヘッダーを含める必要があります。ここで、ヘッダーキーの値は '*' (任意の
オリジン) に設定されるか、そのリソースへのアクセスが許可されているオリジンに設定されます。
他のすべてのクロスオリジン HTTP リクエストはシンプルではないリクエストです。API のリソースがシ
ンプルではないリクエストを受け取った場合は、CORS サポートを有効にする必要があります。

CORS サポートを有効にすることの意味
ブラウザがシンプルではない HTTP リクエストを受信した場合、CORS プロトコルはブラウザに実際のリ
クエストを送信する前に、サーバーへのリクエストをプリフライトし、サーバーからの承認 (または認証
情報のリクエスト) を待ちます。プリフライトリクエストは、HTTP リクエストとして API に表示されま
す。
• Origin ヘッダーが含まれています。
• OPTIONS メソッドを使用します。
• 以下のヘッダーが含まれます。
• Access-Control-Request-Method
• Access-Control-Request-Headers
したがって、CORS をサポートするために、REST API リソースは、フェッチ標準で必要な次のレスポン
スヘッダーを使用して、少なくとも OPTIONS プリフライトリクエストに応答できる OPTIONS メソッドを
実装する必要があります。
• Access-Control-Allow-Methods
• Access-Control-Allow-Headers
• Access-Control-Allow-Origin
CORS サポートを有効にする方法は、API の統合タイプによって異なります。

モック統合の CORS サポートを有効にする
モック統合の場合は、必要なレスポンスヘッダー (適切な静的な値を含む) をメソッドのレスポンスヘッ
ダーとして返す OPTIONS メソッドを作成して CORS を有効にします。さらに、実際の各 CORS 有
効メソッドは、ヘッダーキーの値が Access-Control-Allow-Origin:'request-originating
server addresses' (任意のオリジン)、または、リソースへのアクセスを許可されたオリジンに設定さ
れた、200 レスポンスで、最低でも '*' ヘッダーを返すことが必要です。
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CORS における Lambda あるいは HTTP 非プロキシ統合、および AWS のサービ
ス統合へのサポートを有効にする
Lambda カスタム (非プロキシ) 統合、HTTP カスタム (非プロキシ) 統合、または AWS のサービス統合の
場合、API Gateway メソッドレスポンスおよび統合レスポンス設定を使用して、必要なヘッダーを設定
できます。AWS Management Console を使用して CORS を有効にすると、API Gateway が OPTIONS メ
ソッドを作成し、既存のメソッド統合レスポンスに Access-Control-Allow-Origin ヘッダーを追加
しようとします。これがうまく機能せず、CORS を適切に有効にするために統合レスポンスを手動で変更
しなければならない場合もあります。通常、これは Access-Control-Allow-Origin ヘッダーを返す
ように手動で統合レスポンスを修正することを意味します。

Lambda または HTTP プロキシ統合への CORS のサポートを有効にする
Lambda プロキシ統合、または HTTP プロキシ統合の場合、API Gateway で必要な OPTIONS レスポンス
ヘッダーを引き続き設定できます。ただし、プロキシ統合は統合レスポンスを返さないため、バックエン
ドは Access-Control-Allow-Origin および Access-Control-Allow-Headers を返します。
以下の Lambda 関数の例は、必要な CORS ヘッダーを返します。
Node.js
exports.handler = async (event) => {
const response = {
statusCode: 200,
headers: {
"Access-Control-Allow-Headers" : "Content-Type",
"Access-Control-Allow-Origin": "https://www.example.com",
"Access-Control-Allow-Methods": "OPTIONS,POST,GET"
},
body: JSON.stringify('Hello from Lambda!'),
};
return response;
};

Python 3
import json
def lambda_handler(event, context):
return {
'statusCode': 200,
'headers': {
'Access-Control-Allow-Headers': 'Content-Type',
'Access-Control-Allow-Origin': 'https://www.example.com',
'Access-Control-Allow-Methods': 'OPTIONS,POST,GET'
},
'body': json.dumps('Hello from Lambda!')
}

トピック
• API Gateway コンソールを使用してリソースで CORS を有効にする (p. 388)
• API Gateway のインポート API を使用して、リソースで CORS を有効にする (p. 390)
• CORS のテスト (p. 392)
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API Gateway コンソールを使用してリソースで CORS を有効に
する
API Gateway コンソールを使用して、作成した REST API リソース上の 1 つまたはすべてのメソッドに対
する CORS サポートを有効にできます。

Important
リソースには子リソースを含めることができます。リソースおよびそのメソッドに対する CORS
サポートを有効にしても、子リソースおよびそのメソッドに対して再帰的に有効になるわけでは
ありません。

REST API リソースで CORS サポートを有効にする
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

[API] リストから API を選択します。

3.

[リソース] のリソースを選択します。これにより、リソースのすべてのメソッドで CORS が有効にな
ります。
または、リソースでメソッドを選択し、このメソッドのみで CORS を有効にできます。

4.

[アクション] ドロップダウンメニューから [Enable CORS] を選択します。

5.

[Enable CORS] フォームで、以下の操作を行います。
a.

[Access-Control-Allow-Headers] 入力フィールドに、クライアントがリソースの実際のリクエス
トで送信する必要があるヘッダーのカンマ区切りリストの静的な文字列を入力します。コンソー
ルで提供されたヘッダーのリスト 'Content-Type,X-Amz-Date,Authorization,X-ApiKey,X-Amz-Security-Token' を使用するか、独自のヘッダーを指定します。

b.

コンソールで提供された値 '*' を [Access-Control-Allow-Origin] ヘッダー値として使用してすべ
てのオリジンからのアクセスリクエストを許可するか、リソースへのアクセスを許可するオリジ
ンを指定します。
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c.

[CORS を有効にして既存の CORS ヘッダーを置換] を選択します。

Important
上記の手順をプロキシ統合の ANY メソッドに適用すると、適切な CORS ヘッダーは設定
されません。代わりに、バックエンドは Access-Control-Allow-Origin などの適切な
CORS ヘッダーを返す必要があります。
6.

[メソッド変更の確認] で、[Yes, overwrite existing values (はい、既存の値を上書きします)] を選択し
て新しい CORS 設定を確認します。

GET メソッドで CORS を有効にすると、すでに追加されていない場合は OPTIONS メソッドがリソース
に追加されます。200 メソッドの OPTIONS レスポンスは、プリフライトハンドシェイクを満たすため 3
つの Access-Control-Allow-* ヘッダーを返すよう自動的に設定されます。さらに、実際の (GET) メ
ソッドは、デフォルトでその 200 レスポンスで Access-Control-Allow-Origin ヘッダーを返すよう
に設定されます。他の種類のレスポンスでは、Access-Control-Allow-Origin' エラーが発生しない
ようにする場合、'*' または特定のオリジンを使って Cross-origin access ヘッダーを返すよう手動で
設定する必要があります。
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リソースで CORS サポートを有効にした後、新しい設定を有効にするには API をデプロイまたは再デプ
ロイする必要があります。詳細については、「the section called “REST API をデプロイする (コンソー
ル)” (p. 450)」を参照してください。

API Gateway のインポート API を使用して、リソースで CORS
を有効にする
API Gateway の API のインポート (p. 438)を使用している場合、OpenAPI ファイルを使用して CORS サ
ポートをセットアップできます。最初に、必要なヘッダーを返すリソースの、OPTIONS メソッドを定義す
る必要があります。

Note
ウェブブラウザは、Access-Control-Allow-Headers ヘッダーおよび Access-Control-Allow-Origin
ヘッダーが、CORS リクエストを受け入れる各 API メソッドでセットアップされると想定しま
す。また、一部のブラウザは、同じリソースの OPTIONS メソッドに対して HTTP リクエストを
行ってから、同じヘッダーを受け取ることを想定します。
次の例では、モック統合の OPTIONS メソッドを作成します。
OpenAPI 3.0
/users:
options:
summary: CORS support
description: |
Enable CORS by returning correct headers
tags:
- CORS
responses:
200:
description: Default response for CORS method
headers:
Access-Control-Allow-Origin:
schema:
type: string
Access-Control-Allow-Methods:
schema:
type: string
Access-Control-Allow-Headers:
schema:
type: string
content: {}
x-amazon-apigateway-integration:
type: mock
requestTemplates:
application/json: |
{
"statusCode" : 200
}
responses:
default:
statusCode: "200"
responseParameters:
method.response.header.Access-Control-Allow-Headers: '''Content-Type,X-AmzDate,Authorization,X-Api-Key'''
method.response.header.Access-Control-Allow-Methods: '''*'''
method.response.header.Access-Control-Allow-Origin: '''*'''
responseTemplates:
application/json: |
{}
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OpenAPI 2.0
/users:
options:
summary: CORS support
description: |
Enable CORS by returning correct headers
consumes:
- application/json
produces:
- application/json
tags:
- CORS
x-amazon-apigateway-integration:
type: mock
requestTemplates:
application/json: |
{
"statusCode" : 200
}
responses:
"default":
statusCode: "200"
responseParameters:
method.response.header.Access-Control-Allow-Headers : "'Content-Type,XAmz-Date,Authorization,X-Api-Key'"
method.response.header.Access-Control-Allow-Methods : "'*'"
method.response.header.Access-Control-Allow-Origin : "'*'"
responseTemplates:
application/json: |
{}
responses:
200:
description: Default response for CORS method
headers:
Access-Control-Allow-Headers:
type: "string"
Access-Control-Allow-Methods:
type: "string"
Access-Control-Allow-Origin:
type: "string"

リソースに OPTIONS メソッドを設定したら、CORS リクエストを受け入れる必要がある同じリソースの
その他のメソッドに、必要なヘッダーを追加できます。
1.

Access-Control-Allow-Origin と Access-Control-Allow-Origin を応答のタイプに対して宣言します。
OpenAPI 3.0
responses:
200:
description: Default response for CORS method
headers:
Access-Control-Allow-Origin:
schema:
type: string
Access-Control-Allow-Methods:
schema:
type: string
Access-Control-Allow-Headers:
schema:
type: string
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content: {}

OpenAPI 2.0
responses:
200:
description: Default response for CORS method
headers:
Access-Control-Allow-Headers:
type: "string"
Access-Control-Allow-Methods:
type: "string"
Access-Control-Allow-Origin:
type: "string"

2.

x-amazon-apigateway-integration タグで、これらのヘッダーのマッピングを静的な値にセッ
トアップします。
OpenAPI 3.0
responses:
default:
statusCode: "200"
responseParameters:
method.response.header.Access-Control-Allow-Headers: '''Content-Type,XAmz-Date,Authorization,X-Api-Key'''
method.response.header.Access-Control-Allow-Methods: '''*'''
method.response.header.Access-Control-Allow-Origin: '''*'''
responseTemplates:
application/json: |
{}

OpenAPI 2.0
responses:
"default":
statusCode: "200"
responseParameters:
method.response.header.Access-Control-Allow-Headers : "'ContentType,X-Amz-Date,Authorization,X-Api-Key'"
method.response.header.Access-Control-Allow-Methods : "'*'"
method.response.header.Access-Control-Allow-Origin : "'*'"

CORS のテスト
API を呼び出し、レスポンスの CORS ヘッダーを確認することで、API の CORS 設定をテストできま
す。次の curl コマンドは、デプロイされた API に OPTIONS リクエストを送信します。
curl -v -X OPTIONS https://{restapi_id}.execute-api.{region}.amazonaws.com/{stage_name}

<
<
<
<
<
<
<

HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 19 May 2020 00:55:22 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 0
Connection: keep-alive
x-amzn-RequestId: a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-abc123
Access-Control-Allow-Origin: *
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< Access-Control-Allow-Headers: Content-Type,Authorization,X-Amz-Date,X-Api-Key,X-AmzSecurity-Token
< x-amz-apigw-id: Abcd=
< Access-Control-Allow-Methods: DELETE,GET,HEAD,OPTIONS,PATCH,POST,PUT

レスポンスの Access-Control-Allow-Origin、Access-Control-Allow-Headers、および
Access-Control-Allow-Methods ヘッダーは、API が CORS をサポートすることを示しています。詳
細については、「REST API リソースの CORS を有効にする (p. 385)」を参照してください。

REST API のバイナリメディアタイプの使用
API Gateway では、API リクエストおよびレスポンスにテキストまたはバイナリペイロードがあります。
テキストペイロードは UTF-8 でエンコードされた JSON 文字列です。テキストペイロード以外のすべて
はバイナリペイロードです。バイナリペイロードの例には、JPEG ファイル、GZip ファイル、XML ファ
イルなどがあります。バイナリメディアをサポートするために必要な API 設定は、API がプロキシ統合を
使用するか非プロキシ統合を使用するかによって異なります。

AWS Lambda プロキシ統合
AWS Lambda プロキシ統合のバイナリペイロードを処理するには、関数のレスポンスを base64 でエ
ンコードする必要があります。また、API の binaryMediaTypes を設定する必要があります。API の
binaryMediaTypes 設定は、API がバイナリデータとして扱うコンテンツタイプのリストです。バイナ
リメディアタイプの例には、image/png または application/octet-stream が含まれます。ワイル
ドカード文字 (*) を使用して、複数のメディアタイプを対象にすることができます。例えば、*/* にはす
べてのコンテンツタイプが含まれます。
サンプルコードについては、「the section called “Lambda プロキシ統合からバイナリメディアを返
す” (p. 404)」を参照してください。

非プロキシ統合
非プロキシ統合のバイナリペイロードを処理するには、メディアタイプを RestApi リソースの
binaryMediaTypes リストに追加します。API の binaryMediaTypes 設定は、API がバイナリ
データとして扱うコンテンツタイプのリストです。Integration リソースと IntegrationResponse
リソースに contentHandling プロパティを設定することもできます。contentHandling 値
は、CONVERT_TO_BINARY、CONVERT_TO_TEXT、または未定義にすることができます。
contentHandling 値の内容と、レスポンスの Content-Type ヘッダーと受信リクエストの Accept
ヘッダーのどちらが binaryMediaTypes リストのエントリに一致するかどうかに応じて、API Gateway
は raw バイナリバイトを base64 でエンコードされた文字列としてエンコードする、base64 でエンコード
された文字列をその raw バイトに戻す、または変更を加えずに本文を渡すことができます。
API Gateway で API のバイナリペイロードをサポートするには、次のように API を設定する必要がありま
す。
• RestApi リソースの binaryMediaTypes リストに必要なメディアタイプを追加します。このプロパ
ティと contentHandling プロパティが定義されていない場合、ペイロードは UTF-8 でエンコードさ
れた JSON 設定として処理されます。
• Integration リソースの contentHandling プロパティを指定します。
• リクエストペイロードを base64 でエンコードされた文字列からそのバイナリ BLOB に変換するに
は、プロパティを CONVERT_TO_BINARY に設定します。
• リクエストペイロードをバイナリ BLOB から base64 でエンコードされた文字列に変換するには、プ
ロパティを CONVERT_TO_TEXT に設定します。
• ペイロードを変更せずにパススルーするには、プロパティを未定義のままにします。バイナリペイ
ロードを変更せずにパススルーするには、Content-Type がいずれかの binaryMediaTypes エン
トリに一致し、API でパススルー動作 (p. 364)が有効になっていることも必要です。
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• IntegrationResponse リソースの contentHandling プロパティを設定します。contentHandling プ
ロパティ、クライアントリクエストの Accept ヘッダー、API の binaryMediaTypes の組み合わせに
よって、API Gateway がコンテンツタイプの変換を処理する方法が決まります。詳細については、「」
を参照してくださいthe section called “API Gateway でのコンテンツタイプの変換” (p. 394)

Important
リクエストの Accept ヘッダーに複数のメディアタイプが含まれている場合、API Gateway
は最初の Accept メディアタイプのみ受け入れます。Accept メディアタイプの順序を
制御できず、バイナリコンテンツのメディアタイプがリストの先頭にない場合は、API の
binaryMediaTypes リストに最初の Accept メディアタイプを追加します。API Gateway は、
このリスト内のすべてのコンテンツタイプをバイナリとして処理します。
たとえば、ブラウザで <img> 要素を使用して JPEG ファイルを送信するため、ブラウザがリク
エストで Accept:image/webp,image/*,*/*;q=0.8 を送信することがあります。image/
webp を binaryMediaTypes リストに追加することで、エンドポイントは JPEG ファイルをバ
イナリとして受け取ります。
API Gateway がテキストとバイナリペイロードを処理する方法の詳細については、「API Gateway でのコ
ンテンツタイプの変換 (p. 394)」を参照してください。

API Gateway でのコンテンツタイプの変換
API の binaryMediaTypes、クライアントリクエストのヘッダー、統合の contentHandling プロパ
ティの組み合わせによって、API Gateway がペイロードをエンコードする方法が決まります。
次の表に、API Gateway がリクエストの Content-Type ヘッダーの特定の設定のリクエストペイロー
ド、RestApi リソースの binaryMediaTypes リスト、Integration リソースの contentHandling プロパ
ティ値を変換する方法を示します。

API Gateway での API リクエストコンテンツタイプ変換
メソッドリクエス
トペイロード

リクエスト
Content-Type
ヘッダー

binaryMediaTypescontentHandling 統合リクエストペ
イロード

テキストデータ

任意のデータ型

未定義

未定義

テキストデータ

任意のデータ型

未定義

Base64 でデコー
CONVERT_TO_BINARY
ドされたバイナリ
BLOB

テキストデータ

任意のデータ型

未定義

CONVERT_TO_TEXT UTF8 でエンコー
ドされた文字列

テキストデータ

テキストデータ型

一致するメディア
タイプで設定

未定義

テキストデータ

テキストデータ型

一致するメディア
タイプで設定

Base64 でデコー
CONVERT_TO_BINARY
ドされたバイナリ
BLOB

テキストデータ

テキストデータ型

一致するメディア
タイプで設定

CONVERT_TO_TEXT テキストデータ

バイナリデータ

バイナリデータ型

一致するメディア
タイプで設定

未定義
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メソッドリクエス
トペイロード

リクエスト
Content-Type
ヘッダー

binaryMediaTypescontentHandling 統合リクエストペ
イロード

バイナリデータ

バイナリデータ型

一致するメディア
タイプで設定

バイナリデータ
CONVERT_TO_BINARY

バイナリデータ

バイナリデータ型

一致するメディア
タイプで設定

CONVERT_TO_TEXT Base64 でエン
コードされた文字
列

次の表に、API Gateway がリクエストの Accept ヘッダーの特定の設定のレスポンスペイ
ロード、RestApi リソースの binaryMediaTypes リスト、IntegrationResponse リソースの
contentHandling プロパティ値を変換する方法を示します。

Important
リクエストの Accept ヘッダーに複数のメディアタイプが含まれている場合、API Gateway
は最初の Accept メディアタイプのみ受け入れます。Accept メディアタイプの順序を
制御できず、バイナリコンテンツのメディアタイプがリストの先頭にない場合は、API の
binaryMediaTypes リストに最初の Accept メディアタイプを追加します。API Gateway は、
このリスト内のすべてのコンテンツタイプをバイナリとして処理します。
たとえば、ブラウザで <img> 要素を使用して JPEG ファイルを送信するため、ブラウザがリク
エストで Accept:image/webp,image/*,*/*;q=0.8 を送信することがあります。image/
webp を binaryMediaTypes リストに追加することで、エンドポイントは JPEG ファイルをバ
イナリとして受け取ります。

API Gateway レスポンスコンテンツタイプの変換
統合レスポンスペ
イロード

リクエスト
Accept ヘッダー

binaryMediaTypescontentHandling メソッドレスポン
スペイロード

テキストまたはバ
イナリデータ

テキスト型

未定義

未定義

テキストまたはバ
イナリデータ

テキスト型

未定義

Base64 でデコー
CONVERT_TO_BINARY
ドされた BLOB

テキストまたはバ
イナリデータ

テキスト型

未定義

CONVERT_TO_TEXT UTF8 でエンコー
ドされた文字列

テキストデータ

テキスト型

一致するメディア
タイプで設定

未定義

テキストデータ

テキスト型

一致するメディア
タイプで設定

Base64 でデコー
CONVERT_TO_BINARY
ドされた BLOB

テキストデータ

テキスト型

一致するメディア
タイプで設定

CONVERT_TO_TEXT UTF8 でエンコー
ドされた文字列

テキストデータ

バイナリ型

一致するメディア
タイプで設定

未定義

テキストデータ

バイナリ型

一致するメディア
タイプで設定

Base64 でデコー
CONVERT_TO_BINARY
ドされた BLOB

テキストデータ

バイナリ型

一致するメディア
タイプで設定

CONVERT_TO_TEXT UTF8 でエンコー
ドされた文字列
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統合レスポンスペ
イロード

リクエスト
Accept ヘッダー

binaryMediaTypescontentHandling メソッドレスポン
スペイロード

バイナリデータ

テキスト型

一致するメディア
タイプで設定

未定義

バイナリデータ

テキスト型

一致するメディア
タイプで設定

バイナリデータ
CONVERT_TO_BINARY

バイナリデータ

テキスト型

一致するメディア
タイプで設定

CONVERT_TO_TEXT Base64 でエン
コードされた文字
列

バイナリデータ

バイナリ型

一致するメディア
タイプで設定

未定義

バイナリデータ

バイナリ型

一致するメディア
タイプで設定

バイナリデータ
CONVERT_TO_BINARY

バイナリデータ

バイナリ型

一致するメディア
タイプで設定

CONVERT_TO_TEXT Base64 でエン
コードされた文字
列

Base64 でエン
コードされた文字
列

バイナリデータ

テキストペイロードをバイナリ BLOB に変換するとき、API Gateway はテキストデータが Base64 でエン
コードされた文字列であるとみなし、バイナリデータを Base64 でデコードされた BLOB として出力しま
す。変換に失敗した場合、API 設定エラーを示す 500 レスポンスを返します。そのような変換のマッピン
グテンプレートは提供しませんが、API でパススルー動作 (p. 364)を有効にする必要があります。
バイナリペイロードをテキスト文字列に変換した場合、API Gateway は常にバイナリデータに Base64 エ
ンコードを適用します。そのようなペイロードのマッピングテンプレートを定義できますが、サンプル
マッピングテンプレートの次の抜粋に示すように、マッピングテンプレート内の Base64 でエンコードさ
れた文字列には $input.body を通じてのみアクセスできます。
{
}

"data": "$input.body"

バイナリペイロードが変更されずに渡されるようにするには、API でパススルー動作 (p. 364)を有効にす
る必要があります。

API Gateway コンソールを使用したバイナリサポートの有効化
このセクションでは、API Gateway コンソールを使用してバイナリサポートを有効にする方法ついて説明
します。例として、Amazon S3 と統合された API を使用します。サポートされるメディアタイプを設定す
るタスクと、ペイロードの処理方法を指定する方法に焦点を当てます。Amazon S3 と統合された API を作
成する方法の詳細については、「チュートリアル: API Gateway で REST API を Amazon S3 のプロキシと
して作成する (p. 105)」を参照してください。

API Gateway コンソールを使用してバイナリサポートを有効にするには
1.

API のバイナリメディアタイプの設定
a.

新しい API を作成するか、既存の API を選択します。この例では、API に FileMan という名前
を付けます。

b.

プライマリナビゲーションパネルの選択した API で、[設定] を選択します。
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2.

c.

[設定] ペインで、[Add Binary Media Type (バイナリメディアタイプ)] セクションの [Add Binary
Media (バイナリメディアの追加)] を選択します。

d.

必要なメディアタイプ (例: image/png) を入力テキストフィールドに入力します。必要に応じ
て、このステップを繰り返して他のメディアタイプを追加します。すべてのバイナリメディアタ
イプをサポートするには、*/* を指定します。

e.

[Save Changes] を選択します。

API メソッドのメッセージペイロードを処理する方法を設定します。
a.

API で新しいリソースを作成するか、既存のリソースを選択します。この例では、/{folder}/
{item} リソースを使用します。

b.

リソースで新しいメソッドを作成するか、既存のメソッドを選択します。例として、Amazon S3
で GET /{folder}/{item} アクションと統合された Object GET メソッドを使用します。

c.

[コンテンツの処理] で、オプションを選択します。
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クライアントとバックエンドが同じバイナリ形式を受け入れるときに本文を変換しない場合は、
[Passthrough (パススルー)] を選択します。たとえば、バイナリリクエストペイロードを JSON
プロパティとして渡すことがバックエンドで要求される場合などに、バイナリ本文を Base64 で
エンコードされた文字列に変換するには、[Convert to text (if needed) (テキストに変換 (必要な場
合))] を選択します。また、クライアントが Base64 でエンコードされた文字列を送信してバック
エンドが元のバイナリ形式を要求する場合や、エンドポイントが Base64 でエンコードされた文
字列を返してクライアントがバイナリ出力のみ受け入れる場合は、[Convert to binary (if needed)
(バイナリに変換 (必要な場合))] を選択します。
d.

統合リクエストで、受信リクエストの Accept ヘッダーを保持します。これ
は、contentHandling を passthrough に設定し、ランタイムにその設定を上書きする場合に
行う必要があります。
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e.

リクエストボディでパススルー動作を有効にします。

f.

テキストに変換する場合は、Base64 でエンコードされたバイナリデータを必要な形式にする
マッピングテンプレートを定義します。
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このマッピングテンプレートの形式は、入力のエンドポイント要件によって異なります。

API Gateway REST API を使用したバイナリサポートの有効化
次のタスクは、API Gateway REST API コールを使用してバイナリサポートを有効にする方法を示しま
す。
トピック
• サポートされるバイナリメディアタイプの API への追加と更新 (p. 400)
• リクエストペイロード変換の設定 (p. 401)
• レスポンスペイロード変換の設定 (p. 401)
• バイナリデータをテキストデータに変換する (p. 402)
• テキストデータをバイナリペイロードに変換する (p. 402)
• バイナリペイロードを渡す (p. 403)

サポートされるバイナリメディアタイプの API への追加と更新
API Gateway が新しいバイナリメディアタイプをサポートするようにするには、RestApi リソース
の binaryMediaTypes リストにバイナリメディアタイプを追加する必要があります。たとえば、API
400
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Gateway が JPEG イメージを処理するようにするには、PATCH リクエストを RestApi リソースに送信し
ます。
PATCH /restapis/<restapi_id>
{

"patchOperations" : [ {
"op" : "add",
"path" : "/binaryMediaTypes/image~1jpeg"
}

]

}

image/jpeg プロパティ値の一部となっている path の MIME タイプの指定は、image~1jpeg としてエ
スケープされます。
サポートされるバイナリメディアタイプを更新するには、binaryMediaTypes リソースの RestApi リ
ストにあるメディアタイプを置き換えるか、削除します。たとえば、バイナリサポートを JPEG ファイル
から raw バイトに変更するには、次のように PATCH リクエストを RestApi リソースに送信します。
PATCH /restapis/<restapi_id>
{

}

"patchOperations" : [{
"op" : "replace",
"path" : "/binaryMediaTypes/image~1jpeg",
"value" : "application/octet-stream"
},
{
"op" : "remove",
"path" : "/binaryMediaTypes/image~1jpeg"
}]

リクエストペイロード変換の設定
エンドポイントにバイナリ入力が必要な場合、contentHandling リソースの Integration プロパティ
を CONVERT_TO_BINARY に設定します。これを行うには、次のように PATCH リクエストを送信します。
PATCH /restapis/<restapi_id>/resources/<resource_id>/methods/<http_method>/integration
{

}

"patchOperations" : [ {
"op" : "replace",
"path" : "/contentHandling",
"value" : "CONVERT_TO_BINARY"
}]

レスポンスペイロード変換の設定
クライアントが、エンドポイントから返された Base64 でエンコードされたペイロードの代わりにバイナ
リ BLOB として結果を受け入れる場合、IntegrationResponse リソースの contentHandling プロパ
ティを CONVERT_TO_BINARY に設定します。これを行うには、次のように PATCH リクエストを送信しま
す。
PATCH /restapis/<restapi_id>/resources/<resource_id>/methods/<http_method>/integration/
responses/<status_code>
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{

}

"patchOperations" : [ {
"op" : "replace",
"path" : "/contentHandling",
"value" : "CONVERT_TO_BINARY"
}]

バイナリデータをテキストデータに変換する
バイナリデータを、API Gateway を通じて AWS Lambda または Kinesis への入力の JSON プロパティと
して送信するには、以下の操作を実行します。
1. application/octet-stream の新しいバイナリメディアタイプを API の binaryMediaTypes リス
トに追加することで、API のバイナリペイロードサポートを有効にします。
PATCH /restapis/<restapi_id>
{

"patchOperations" : [ {
"op" : "add",
"path" : "/binaryMediaTypes/application~1octet-stream"
}

]
}

2. Integration リソースの contentHandling プロパティで CONVERT_TO_TEXT を設定し、バイナリ
データの Base64 でエンコードされた文字列を JSON プロパティに割り当てるマッピングテンプレー
トを提供します。次の例では、JSON プロパティが body であり、$input.body には Base64 でエン
コードされた文字列が保持されています。
PATCH /restapis/<restapi_id>/resources/<resource_id>/methods/<http_method>/integration
{

}

"patchOperations" : [
{
"op" : "replace",
"path" : "/contentHandling",
"value" : "CONVERT_TO_TEXT"
},
{
"op" : "add",
"path" : "/requestTemplates/application~1octet-stream",
"value" : "{\"body\": \"$input.body\"}"
}
]

テキストデータをバイナリペイロードに変換する
Lambda 関数がイメージファイルを base64 でエンコードされた文字列として返すとします。API Gateway
を通じてこのバイナリ出力をクライアントに渡すには、以下の操作を実行します。
1. binaryMediaTypes のバイナリメディアを追加することで API の application/octet-stream リ
ストを更新します (まだリストにない場合)。
PATCH /restapis/<restapi_id>
{

"patchOperations" : [ {
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"op" : "add",
"path" : "/binaryMediaTypes/application~1octet-stream",

}]

}

2. contentHandling リソースの Integration プロパティを CONVERT_TO_BINARY に設定します。
マッピングテンプレートを定義しないでください。マッピングテンプレートを定義しない場合、API
Gateway はパススルーテンプレートを呼び出して、Base64 でデコードされたバイナリ BLOB をイメー
ジファイルとしてクライアントに返します。
PATCH /restapis/<restapi_id>/resources/<resource_id>/methods/<http_method>/integration/
responses/<status_code>
{

}

"patchOperations" : [
{
"op" : "replace",
"path" : "/contentHandling",
"value" : "CONVERT_TO_BINARY"
}
]

バイナリペイロードを渡す
API Gateway を使用して Amazon S3 バケットにイメージを保存するには、以下の操作を実行します。
1. binaryMediaTypes のバイナリメディアを追加することで API の application/octet-stream リ
ストを更新します (まだリストにない場合)。
PATCH /restapis/<restapi_id>
{

"patchOperations" : [ {
"op" : "add",
"path" : "/binaryMediaTypes/application~1octet-stream"
}

]
}

2. contentHandling リソースの Integration プロパティで CONVERT_TO_BINARY を設定します。
マッピングテンプレートを定義せずに、WHEN_NO_MATCH を passthroughBehavior プロパティとし
て設定します。これにより、API Gateway はパススルーテンプレートを呼び出すことができます。
PATCH /restapis/<restapi_id>/resources/<resource_id>/methods/<http_method>/integration
{

}

"patchOperations" : [
{
"op" : "replace",
"path" : "/contentHandling",
"value" : "CONVERT_TO_BINARY"
},
{
"op" : "replace",
"path" : "/passthroughBehaviors",
"value" : "WHEN_NO_MATCH"
}
]
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コンテンツエンコードのインポートとエクスポート
RestApi の binaryMediaTypes リストをインポートするには、API の OpenAPI 定義ファイルへの次の
API Gateway 拡張を使用します。この拡張は、API 設定のエクスポートにも使用します。
• x-amazon-apigateway-binary-media-types のプロパティ (p. 782)
Integration または IntegrationResponse リソースで contentHandling プロパティ値をインポー
トおよびエクスポートするには、OpenAPI 定義への次の API Gateway 拡張を使用します。
• x-amazon-apigateway-integration オブジェクト (p. 787)
• x-amazon-apigateway-integration.response オブジェクト (p. 796)

バイナリサポートの例
以下の例では、Amazon S3 または AWS Lambda で API Gateway API を通じてバイナリファイルにアクセ
スする方法を示しています。
トピック
• Lambda プロキシ統合からバイナリメディアを返す (p. 404)
• API Gateway API を介して Amazon S3 のバイナリファイルにアクセスする (p. 405)
• API Gateway API を使用して Lambda のバイナリファイルにアクセスする (p. 410)

Lambda プロキシ統合からバイナリメディアを返す
AWS Lambda プロキシ統合 (p. 285)からバイナリメディアを返すには、Lambda 関数からのレスポンス
を base64 でエンコードします。また、API のバイナリメディアタイプを設定 (p. 396)する必要がありま
す。

Note
この統合例でウェブブラウザを使用して API を呼び出すには、API のバイナリメディアタイプ
を */* に設定します 。API Gateway は、クライアントからの最初の Accept ヘッダーを使用し
て、レスポンスがバイナリメディアを返すかどうかを判断します。ブラウザからのリクエストな
ど、Accept ヘッダー値の順序を制御できない場合に、バイナリメディアを返すには、API のバ
イナリメディアタイプを */* (すべてのコンテンツタイプ) に設定します。
以下のサンプルの Python 3 Lambda 関数は、Amazon S3 からのバイナリイメージまたはテキストをクラ
イアントに返すことができます。関数のレスポンスには、返されるデータのタイプをクライアントに示す
Content-Type ヘッダーが含まれています。この関数は、返すデータのタイプに応じて、レスポンスで
isBase64Encoded プロパティを条件付きで設定します。
import
import
import
import

base64
boto3
json
random

s3 = boto3.client('s3')
def lambda_handler(event, context):
number = random.randint(0,1)
if number == 1:
response = s3.get_object(
Bucket='bucket-name',
Key='image.png',
)
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image = response['Body'].read()
return {
'headers': { "Content-Type": "image/png" },
'statusCode': 200,
'body': base64.b64encode(image).decode('utf-8'),
'isBase64Encoded': True
}
else:
return {
'headers': { "Content-type": "text/html" },
'statusCode': 200,
'body': "<h1>This is text</h1>",
}

バイナリメディアタイプの詳細については、「REST API のバイナリメディアタイプの使用 (p. 393)」を
参照してください。

API Gateway API を介して Amazon S3 のバイナリファイルにアクセスする
次の例は、Amazon S3 でのイメージのアクセスに使用される OpenAPI ファイル、Amazon S3 からイメー
ジをダウンロードする方法、イメージを Amazon S3 にアップロードする方法を示しています。
トピック
• Amazon S3 でイメージにアクセスするためのサンプル API の OpenAPI ファイル (p. 405)
• Amazon S3 からイメージをダウンロードする (p. 409)
• Amazon S3 にイメージをアップロードする (p. 410)

Amazon S3 でイメージにアクセスするためのサンプル API の OpenAPI ファイル
次の OpenAPI ファイルは、Amazon S3 からのイメージファイルのダウンロードと Amazon S3 へのイ
メージファイルのアップロードを示すサンプル API を示しています。この API は、指定されたイメー
ジファイルをダウンロードおよびアップロードするための GET /s3?key={file-name} メソッドと
PUT /s3?key={file-name} メソッドを開示します。GET メソッドは、200 OK レスポンスにおいて、
提供されたマッピングテンプレートに従って、JSON 出力の一部である Base64 でエンコードされた文
字列としてイメージファイルを返します。PUT メソッドは、入力として raw バイナリ BLOB を受け取
り、200 OK レスポンスを空のペイロードで返します。
OpenAPI 3.0
{

"openapi": "3.0.0",
"info": {
"version": "2016-10-21T17:26:28Z",
"title": "ApiName"
},
"paths": {
"/s3": {
"get": {
"parameters": [
{
"name": "key",
"in": "query",
"required": false,
"schema": {
"type": "string"
}
}
],
"responses": {
"200": {
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"description": "200 response",
"content": {
"application/json": {
"schema": {
"$ref": "#/components/schemas/Empty"
}
}
}

},
"500": {
"description": "500 response"
}

},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/binarySupportRole",
"responses": {
"default": {
"statusCode": "500"
},
"2\\d{2}": {
"statusCode": "200"
}
},
"requestParameters": {
"integration.request.path.key": "method.request.querystring.key"
},
"uri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:s3:path/{key}",
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "GET",
"type": "aws"
}

},
"put": {
"parameters": [
{
"name": "key",
"in": "query",
"required": false,
"schema": {
"type": "string"
}
}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"content": {
"application/json": {
"schema": {
"$ref": "#/components/schemas/Empty"
}
},
"application/octet-stream": {
"schema": {
"$ref": "#/components/schemas/Empty"
}
}
}
},
"500": {
"description": "500 response"
}
},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/binarySupportRole",
"responses": {
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"default": {
"statusCode": "500"
},
"2\\d{2}": {
"statusCode": "200"
}

}

}

}

},
"requestParameters": {
"integration.request.path.key": "method.request.querystring.key"
},
"uri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:s3:path/{key}",
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "PUT",
"type": "aws",
"contentHandling": "CONVERT_TO_BINARY"

}
},
"x-amazon-apigateway-binary-media-types": [
"application/octet-stream",
"image/jpeg"
],
"servers": [
{
"url": "https://abcdefghi.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/{basePath}",
"variables": {
"basePath": {
"default": "/v1"
}
}
}
],
"components": {
"schemas": {
"Empty": {
"type": "object",
"title": "Empty Schema"
}
}
}

OpenAPI 2.0
{

"swagger": "2.0",
"info": {
"version": "2016-10-21T17:26:28Z",
"title": "ApiName"
},
"host": "abcdefghi.execute-api.us-east-1.amazonaws.com",
"basePath": "/v1",
"schemes": [
"https"
],
"paths": {
"/s3": {
"get": {
"produces": [
"application/json"
],
"parameters": [
{
"name": "key",

407

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
バイナリメディアタイプ
"in": "query",
"required": false,
"type": "string"

}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"schema": {
"$ref": "#/definitions/Empty"
}
},
"500": {
"description": "500 response"
}
},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/binarySupportRole",
"responses": {
"default": {
"statusCode": "500"
},
"2\\d{2}": {
"statusCode": "200"
}
},
"requestParameters": {
"integration.request.path.key": "method.request.querystring.key"
},
"uri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:s3:path/{key}",
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "GET",
"type": "aws"
}

},
"put": {
"produces": [
"application/json", "application/octet-stream"
],
"parameters": [
{
"name": "key",
"in": "query",
"required": false,
"type": "string"
}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"schema": {
"$ref": "#/definitions/Empty"
}
},
"500": {
"description": "500 response"
}
},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/binarySupportRole",
"responses": {
"default": {
"statusCode": "500"
},
"2\\d{2}": {
"statusCode": "200"
}
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}

}

},
"requestParameters": {
"integration.request.path.key": "method.request.querystring.key"
},
"uri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:s3:path/{key}",
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "PUT",
"type": "aws",
"contentHandling" : "CONVERT_TO_BINARY"

}
},
"x-amazon-apigateway-binary-media-types" : ["application/octet-stream", "image/
jpeg"],
"definitions": {
"Empty": {
"type": "object",
"title": "Empty Schema"
}
}
}

Amazon S3 からイメージをダウンロードする
イメージファイル (image.jpg) を Amazon S3 からバイナリ BLOB としてダウンロードするには
GET /v1/s3?key=image.jpg HTTP/1.1
Host: abcdefghi.execute-api.us-east-1.amazonaws.com
Content-Type: application/json
Accept: application/octet-stream

正常な応答は次のようになります。
200 OK HTTP/1.1
[raw bytes]

Accept ヘッダーが application/octet-stream のバイナリメディアタイプとして設定されてお
り、API のバイナリサポートが有効になっているため、raw バイトが返されます。
または、イメージファイル (image.jpg) を、Amazon S3 から、(JSON プロパティとしてフォーマットさ
れた) Base64 でエンコードされた文字列としてダウンロードするには、次の太字の OpenAPI 定義ブロッ
クに示されているように、200 の統合レスポンスにレスポンステンプレートを追加します。
"x-amazon-apigateway-integration": {
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/binarySupportRole",
"responses": {
"default": {
"statusCode": "500"
},
"2\\d{2}": {
"statusCode": "200",
"responseTemplates": {
"application/json": "{\n
\"image\": \"$input.body\"\n}"
}
}
},

イメージファイルをダウンロードするリクエストは、次のようになります。
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GET /v1/s3?key=image.jpg HTTP/1.1
Host: abcdefghi.execute-api.us-east-1.amazonaws.com
Content-Type: application/json
Accept: application/json

正常なレスポンスは次のようになります。
200 OK HTTP/1.1
{
}

"image": "W3JhdyBieXRlc10="

Amazon S3 にイメージをアップロードする
イメージファイル (image.jpg) をバイナリ BLOB として Amazon S3 にアップロードするには
PUT /v1/s3?key=image.jpg HTTP/1.1
Host: abcdefghi.execute-api.us-east-1.amazonaws.com
Content-Type: application/octet-stream
Accept: application/json
[raw bytes]

正常なレスポンスは次のようになります。
200 OK HTTP/1.1

イメージファイル (image.jpg) を Base64 でエンコードされた文字列として Amazon S3 にアップロード
するには
PUT /v1/s3?key=image.jpg HTTP/1.1
Host: abcdefghi.execute-api.us-east-1.amazonaws.com
Content-Type: application/json
Accept: application/json
W3JhdyBieXRlc10=

Content-Type ヘッダー値が application/json に設定されているため、入力ペイロードは Base64 で
エンコードされた文字列でなければならない点に注意してください。正常なレスポンスは次のようになり
ます。
200 OK HTTP/1.1

API Gateway API を使用して Lambda のバイナリファイルにアクセスする
次の例は、API Gateway API を通じて AWS Lambda でバイナリファイルにアクセスする方法を示しま
す。サンプル API は OpenAPI ファイルに示されています。コード例では、API Gateway REST API コー
ルが使用されています。
トピック
• Lambda でイメージにアクセスするためのサンプル API の OpenAPI ファイル (p. 411)
• Lambda からイメージをダウンロードする (p. 414)
• Lambda へイメージをアップロードする (p. 415)
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Lambda でイメージにアクセスするためのサンプル API の OpenAPI ファイル
次の OpenAPI ファイルは、Lambda からのイメージファイルのダウンロードと Lambda へのイメージ
ファイルのアップロードを示す API 例を示しています。
OpenAPI 3.0
{

"openapi": "3.0.0",
"info": {
"version": "2016-10-21T17:26:28Z",
"title": "ApiName"
},
"paths": {
"/lambda": {
"get": {
"parameters": [
{
"name": "key",
"in": "query",
"required": false,
"schema": {
"type": "string"
}
}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"content": {
"application/json": {
"schema": {
"$ref": "#/components/schemas/Empty"
}
}
}
},
"500": {
"description": "500 response"
}
},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"uri": "arn:aws:apigateway:us-east-1:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:image/invocations",
"type": "AWS",
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/Lambda",
"httpMethod": "POST",
"requestTemplates": {
"application/json": "{\n
\"imageKey\": \"$input.params('key')\"\n}"
},
"responses": {
"default": {
"statusCode": "500"
},
"2\\d{2}": {
"statusCode": "200",
"responseTemplates": {
"application/json": "{\n
\"image\": \"$input.body\"\n}"
}
}
}
}
},
"put": {
"parameters": [
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{

"name": "key",
"in": "query",
"required": false,
"schema": {
"type": "string"
}

}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"content": {
"application/json": {
"schema": {
"$ref": "#/components/schemas/Empty"
}
},
"application/octet-stream": {
"schema": {
"$ref": "#/components/schemas/Empty"
}
}
}
},
"500": {
"description": "500 response"
}
},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"uri": "arn:aws:apigateway:us-east-1:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:image/invocations",
"type": "AWS",
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/Lambda",
"httpMethod": "POST",
"contentHandling": "CONVERT_TO_TEXT",
"requestTemplates": {
"application/json": "{\n
\"imageKey\": \"$input.params('key')\",
\"image\": \"$input.body\"\n}"
},
"responses": {
"default": {
"statusCode": "500"
},
"2\\d{2}": {
"statusCode": "200"
}
}
}
}
}
},
"x-amazon-apigateway-binary-media-types": [
"application/octet-stream",
"image/jpeg"
],
"servers": [
{
"url": "https://abcdefghi.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/{basePath}",
"variables": {
"basePath": {
"default": "/v1"
}
}
}
],
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}

"components": {
"schemas": {
"Empty": {
"type": "object",
"title": "Empty Schema"
}
}
}

OpenAPI 2.0
{

"swagger": "2.0",
"info": {
"version": "2016-10-21T17:26:28Z",
"title": "ApiName"
},
"host": "abcdefghi.execute-api.us-east-1.amazonaws.com",
"basePath": "/v1",
"schemes": [
"https"
],
"paths": {
"/lambda": {
"get": {
"produces": [
"application/json"
],
"parameters": [
{
"name": "key",
"in": "query",
"required": false,
"type": "string"
}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"schema": {
"$ref": "#/definitions/Empty"
}
},
"500": {
"description": "500 response"
}
},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"uri": "arn:aws:apigateway:us-east-1:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:image/invocations",
"type": "AWS",
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/Lambda",
"httpMethod": "POST",
"requestTemplates": {
"application/json": "{\n
\"imageKey\": \"$input.params('key')\"\n}"
},
"responses": {
"default": {
"statusCode": "500"
},
"2\\d{2}": {
"statusCode": "200",
"responseTemplates": {
"application/json": "{\n
\"image\": \"$input.body\"\n}"
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}

}

}

}

},
"put": {
"produces": [
"application/json", "application/octet-stream"
],
"parameters": [
{
"name": "key",
"in": "query",
"required": false,
"type": "string"
}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"schema": {
"$ref": "#/definitions/Empty"
}
},
"500": {
"description": "500 response"
}
},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"uri": "arn:aws:apigateway:us-east-1:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:image/invocations",
"type": "AWS",
"credentials": "arn:aws:iam::123456789012:role/Lambda",
"httpMethod": "POST",
"contentHandling" : "CONVERT_TO_TEXT",
"requestTemplates": {
"application/json": "{\n
\"imageKey\": \"$input.params('key')\", \"image
\": \"$input.body\"\n}"
},
"responses": {
"default": {
"statusCode": "500"
},
"2\\d{2}": {
"statusCode": "200"
}
}
}
}
}
},
"x-amazon-apigateway-binary-media-types" : ["application/octet-stream", "image/
jpeg"],
"definitions": {
"Empty": {
"type": "object",
"title": "Empty Schema"
}
}
}

Lambda からイメージをダウンロードする
イメージファイル (image.jpg) を Lambda からバイナリ BLOB としてダウンロードするには
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GET /v1/lambda?key=image.jpg HTTP/1.1
Host: abcdefghi.execute-api.us-east-1.amazonaws.com
Content-Type: application/json
Accept: application/octet-stream

正常なレスポンスは次のようになります。
200 OK HTTP/1.1
[raw bytes]

イメージファイル (image.jpg) を、JSON プロパティとしてフォーマットして base64 でエンコードされ
た文字列として Lambda からダウンロードするには
GET /v1/lambda?key=image.jpg HTTP/1.1
Host: abcdefghi.execute-api.us-east-1.amazonaws.com
Content-Type: application/json
Accept: application/json

正常なレスポンスは次のようになります。
200 OK HTTP/1.1
{
}

"image": "W3JhdyBieXRlc10="

Lambda へイメージをアップロードする
イメージファイル (image.jpg) をバイナリ BLOB として Lambda にアップロードするには
PUT /v1/lambda?key=image.jpg HTTP/1.1
Host: abcdefghi.execute-api.us-east-1.amazonaws.com
Content-Type: application/octet-stream
Accept: application/json
[raw bytes]

正常なレスポンスは次のようになります。
200 OK

イメージファイル (image.jpg) を base64 でエンコードされた文字列として Lambda にアップロードす
るには
PUT /v1/lambda?key=image.jpg HTTP/1.1
Host: abcdefghi.execute-api.us-east-1.amazonaws.com
Content-Type: application/json
Accept: application/json
W3JhdyBieXRlc10=

正常なレスポンスは次のようになります。
200 OK
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Amazon API Gateway での REST API の呼び出し
デプロイされた API を呼び出すには、API 実行の execute-api コンポーネントサービス (API Gateway
と呼ばれます) の URL にクライアントがリクエストを送信します。
REST API のベース URL の形式は以下のとおりです。
https://{restapi_id}.execute-api.{region}.amazonaws.com/{stage_name}/

{restapi_id} は API ID、{region} はリージョン、{stage_name} は API デプロイのステージ名で
す。

Important
API を呼び出す前に、API Gateway でデプロイする必要があります。これを行うには、「Amazon
API Gateway での REST API のデプロイ (p. 448)」の手順に従います。
トピック
• API Gateway コンソールで API の呼び出し URL を取得する (p. 416)
• API Gateway コンソールを使用して REST API メソッドをテストする (p. 416)
• 生成された SDK を使用して REST API を呼び出す (p. 417)
• プライベート API を呼び出す方法 (p. 436)

API Gateway コンソールで API の呼び出し URL を取得する
REST API のルート URL は、API Gateway コンソールで、API の [ステージエディター] から見つかりま
す。これは、上部に [Invoke URL] として表示されます。API のルートリソースでユーザー認証を必要とし
ない GET メソッドを公開している場合、このメソッドは [呼び出し URL] リンクをクリックして呼び出す
ことができます。このルート URL は、API の公開されている OpenAPI 定義ファイルの host フィールド
と basePath フィールドを組み合わせて構築することもできます。
API が匿名アクセスを許可している場合は、任意のウェブブラウザでアドレスバーに適切な呼び出し URL
をコピーして貼り付けることで GET メソッドを呼び出すことができます。他のメソッドまたは認証が必要
な呼び出しに関しては、ペイロードを指定するか、またはリクエストに署名する必要があるため、呼び出
しはより複雑です。HTML ページの裏のスクリプトで、または AWS SDK の 1 つを使用して、クライアン
トのアプリケーションで処理することができます。
テストについては、API Gateway コンソールで、Invoke URL をバイパスして、API がデプロイされる前
に API のテストを許可する API Gateway の TestInvoke 機能を使用して API を呼び出すことができま
す。または、Postman アプリケーションを使用して、スクリプトまたはクライアントを記述せずに、正常
にデプロイされた API をテストできます。

Note
呼び出し URL のクエリ文字列パラメーターの値に %% を含めることはできません。

API Gateway コンソールを使用して REST API メソッドをテス
トする
API Gateway コンソールを使用して REST API メソッドをテストします。
トピック
• Prerequisites (p. 417)
• API Gateway コンソールを使用してメソッドをテストする (p. 417)
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Prerequisites
•

テストするメソッドの設定を指定する必要があります。「」の手順に従いますAPI Gateway で REST
API メソッドをセットアップする (p. 212)

API Gateway コンソールを使用してメソッドをテストする
Important
API Gateway コンソールでメソッドをテストすると、リソースが変更され、元に戻せなくなる
場合があります。API Gateway コンソールでメソッドをテストすることは、API Gateway コン
ソール外でメソッドを呼び出すことと同じです。たとえば、API Gateway コンソールを使用して
API リソースを削除するメソッドを呼び出した場合、メソッドの呼び出しが成功すると、API の
リソースは削除されます。
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

REST API を選択します。

3.

[リソース] ペインで、テストするメソッドを選択します。

4.

[メソッドの実行] ペインの [クライアント] ボックスで、[テスト] を選択します。表示されたいずれか
のボックスに値を入力します ([クエリ文字列]、[ヘッダー]、[リクエストボディ] など)。コンソールに
は、メソッドリクエストにこれらの値がデフォルトの application/json 形式で含まれています。
指定する必要がある追加オプションについては、API 所有者までお問い合わせください。

5.

[Test (テスト)] を選択します。次の情報が表示されます。
• [リクエスト]: メソッド用に呼び出されたリソースのパスです。
• [ステータス]: 応答の HTTP ステータスコードです。
• [レイテンシー]: 発信者からリクエストを受信してから応答を返すまでの時間です。
• [レスポンス本文]: HTTP 応答の本文です。
• [レスポンス本文]: HTTP 応答のヘッダーです。

Tip
マッピングによっては、HTTP ステータスコード、レスポンス本文、レスポンスヘッダー
が、Lambda 関数、HTTP プロキシ、または AWS のサービスプロキシから送信されたもの
と異なる場合があります。
• [ログ] はシミュレートされた Amazon CloudWatch Logs エントリで、このメソッドが API Gateway
コンソール外で呼び出された場合は書き込まれています。

Note
CloudWatch Logs エントリはシミュレートされていますが、メソッドの呼び出しの結果は
現実のものです。
API Gateway コンソールの使用に加えて、AWS CLI、または API Gateway 用の AWS SDK を使用してメ
ソッドの呼び出しをテストすることもできます。AWS CLI を使用してこれを行う方法については、「testinvoke-method」を参照してください。

生成された SDK を使用して REST API を呼び出す
このセクションでは、Java、Java for Android、JavaScript、Ruby、Objective-C、および Swift で書かれた
クライアントアプリケーションで、生成された SDK を使用して API を呼び出す方法を示します。
トピック
• REST API 用に API Gateway で生成された Java SDK を使用する (p. 418)
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• REST API 用に API Gateway で生成された Android SDK を使用する (p. 421)
• REST API 用に API Gateway で生成された JavaScript SDK を使用する (p. 423)
• API Gateway によって生成された Ruby SDK を REST API で使用する (p. 424)
• Objective-C または Swift で REST API 用に API Gateway で生成された iOS SDK を使用する (p. 427)

REST API 用に API Gateway で生成された Java SDK を使用する
このセクションでは、単純な電卓 (p. 580)の API を例として使用し、REST API に対して API Gateway
で生成された Java SDK を使用するステップを示します。先に進む前に、「」のステップを完了する必要
がありますAPI Gateway コンソールを使用して API の SDK を生成する (p. 570)

API Gateway で生成した Java SDK をインストールして使用するには
1.

ダウンロード済みの API Gateway で生成された .zip ファイルのコンテンツを抽出します。

2.

Apache Maven (バージョン 3.5 以降が必要です) をダウンロードしてインストールします。

3.

JDK 8 をダウンロードしてインストールします。

4.

JAVA_HOME 環境変数を設定します。

5.

解凍した SDK フォルダ内の pom.xml ファイルに移動します。このフォルダーは、デフォルトでは
generated-code です。mvn install コマンドを実行し、コンパイルされたアーティファクトファイ
ルをローカルの Maven リポジトリにインストールします。これにより、コンパイル済み SDK ライブ
ラリを含む target フォルダーが作成されます。

6.

空のディレクトリで次のコマンドを入力し、インストールした SDK ライブラリを使用して API を呼
び出すためのクライアントプロジェクトスタブを作成します。
mvn -B archetype:generate \
-DarchetypeGroupdId=org.apache.maven.archetypes \
-DgroupId=examples.aws.apig.simpleCalc.sdk.app \
-DartifactId=SimpleCalc-sdkClient

Note
上のコマンドで区切り記号の \ は読みやすくするために使用しています。コマンド全体は区
切り記号がない単一の行となります。
このコマンドでは、アプリケーションスタブを作成します。アプリケーションスタブには、プロ
ジェクトのルートディレクトリ (上のコマンドの pom.xmlSimpleCalc-sdkClientsrc) の #####
フォルダが含まれます。当初は、ソースファイルとして src/main/java/{package-path}/
App.java と src/test/java/{package-path}/AppTest.java の 2 つがあります。この例で
は、{package-path} は examples/aws/apig/simpleCalc/sdk/app です。このパッケージパ
スは DarchetypeGroupdId の値から取得されます。App.java ファイルは、クライアントアプリ
ケーションのテンプレートとして使用できます。また、必要に応じて同じフォルダーに他のファイル
を追加できます。AppTest.java ファイルは、アプリケーションのユニットテストテンプレートとし
て使用できます。また、必要に応じて同じテストフォルダーに他のテストコードファイルを追加でき
ます。
7.

生成された pom.xml ファイルのパッケージ依存関係を以下のように更新し、必要に応じてプロジェ
クトの groupId、artifactId、version、name の各プロパティを置き換えます。
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://
maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>examples.aws.apig.simpleCalc.sdk.app</groupId>
<artifactId>SimpleCalc-sdkClient</artifactId>
<packaging>jar</packaging>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
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<name>SimpleCalc-sdkClient</name>
<url>http://maven.apache.org</url>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>com.amazonaws</groupId>
<artifactId>aws-java-sdk-core</artifactId>
<version>1.11.94</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>my-apig-api-examples</groupId>
<artifactId>simple-calc-sdk</artifactId>
<version>1.0.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>junit</groupId>
<artifactId>junit</artifactId>
<version>4.12</version>
<scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
<groupId>commons-io</groupId>
<artifactId>commons-io</artifactId>
<version>2.5</version>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<version>3.5.1</version>
<configuration>
<source>1.8</source>
<target>1.8</target>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>

Note
aws-java-sdk-core の依存アーティファクトの新しいバージョンが上記で指定されたバー
ジョン (1.11.94) と互換性がない場合は、<version> タグを新しいバージョンに更新する
必要があります。
8.

次に、SDK の getABOp(GetABOpRequest req)、getApiRoot(GetApiRootRequest
req)、postApiRoot(PostApiRootRequest req) の各メソッドを呼び出して、SDK
で API を呼び出す方法を示します。これらのメソッドは、GET /{a}/{b}/{op}、GET /?
a={x}&b={y}&op={operator}、POST / の各メソッドに対応します。API リクエストのペイロー
ドはそれぞれ {"a": x, "b": y, "op": "operator"} です。
次のように App.java ファイルを更新します。
package examples.aws.apig.simpleCalc.sdk.app;
import java.io.IOException;
import com.amazonaws.opensdk.config.ConnectionConfiguration;
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import com.amazonaws.opensdk.config.TimeoutConfiguration;
import examples.aws.apig.simpleCalc.sdk.*;
import examples.aws.apig.simpleCalc.sdk.model.*;
import examples.aws.apig.simpleCalc.sdk.SimpleCalcSdk.*;
public class App
{
SimpleCalcSdk sdkClient;
public App() {
initSdk();
}
// The configuration settings are for illustration purposes and may not be a
recommended best practice.
private void initSdk() {
sdkClient = SimpleCalcSdk.builder()
.connectionConfiguration(
new ConnectionConfiguration()
.maxConnections(100)
.connectionMaxIdleMillis(1000))
.timeoutConfiguration(
new TimeoutConfiguration()
.httpRequestTimeout(3000)
.totalExecutionTimeout(10000)
.socketTimeout(2000))
.build();
}
// Calling shutdown is not necessary unless you want to exert explicit control of
this resource.
public void shutdown() {
sdkClient.shutdown();
}
// GetABOpResult getABOp(GetABOpRequest getABOpRequest)
public Output getResultWithPathParameters(String x, String y, String operator) {
operator = operator.equals("+") ? "add" : operator;
operator = operator.equals("/") ? "div" : operator;
GetABOpResult abopResult = sdkClient.getABOp(new
GetABOpRequest().a(x).b(y).op(operator));
return abopResult.getResult().getOutput();
}
public Output getResultWithQueryParameters(String a, String b, String op) {
GetApiRootResult rootResult = sdkClient.getApiRoot(new
GetApiRootRequest().a(a).b(b).op(op));
return rootResult.getResult().getOutput();
}
public Output getResultByPostInputBody(Double x, Double y, String o) {
PostApiRootResult postResult = sdkClient.postApiRoot(
new PostApiRootRequest().input(new Input().a(x).b(y).op(o)));
return postResult.getResult().getOutput();
}
public static void main( String[] args )
{
System.out.println( "Simple calc" );
// to begin
App calc = new App();
// call the SimpleCalc API
Output res = calc.getResultWithPathParameters("1", "2", "-");
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System.out.printf("GET /1/2/-: %s\n", res.getC());
// Use the type query parameter
res = calc.getResultWithQueryParameters("1", "2", "+");
System.out.printf("GET /?a=1&b=2&op=+: %s\n", res.getC());
// Call POST with an Input body.
res = calc.getResultByPostInputBody(1.0, 2.0, "*");
System.out.printf("PUT /\n\n{\"a\":1, \"b\":2,\"op\":\"*\"}\n %s\n",
res.getC());

}

}

上の例で、SDK クライアントをインスタンス化するために使用している設定はサンプルであり、必ず
しも推奨されるベストプラクティスではありません。また、sdkClient.shutdown() はオプション
です。リソースを解放するタイミングを正確に制御する場合などに役立ちます。
Java SDK を使用して API を呼び出すための基本的なパターンを示しました。必要に応じて手順を拡張
し、他の API メソッドを呼び出すことができます。

REST API 用に API Gateway で生成された Android SDK を使用する
このセクションでは、REST API 用に API Gateway で生成された Android SDK を使用するステップを説明
します。先に進む前に、「」のステップを済ませている必要がありますAPI Gateway コンソールを使用し
て API の SDK を生成する (p. 570)

Note
生成された SDK は、Android 4.4 以前とは互換性がありません。詳細については、「the section
called “重要な注意点” (p. 847)」を参照してください。

API Gateway で生成された Android SDK をインストールして使用するには
1.

ダウンロード済みの API Gateway で生成された .zip ファイルのコンテンツを抽出します。

2.

Apache Maven をダウンロードしてインストールします (バージョン 3.x を推奨)。

3.

JDK 8 をダウンロードしてインストールします。

4.

JAVA_HOME 環境変数を設定します。

5.

mvn install コマンドを実行し、コンパイルされたアーティファクトファイルをローカルの Maven リポ
ジトリにインストールします。これにより、コンパイル済み SDK ライブラリを含む target フォル
ダーが作成されます。

6.

target フォルダからの SDK ファイル (ファイルの名前は、 simple-calcsdk-1.0.0.jarな
ど、SDK の生成時に指定した Artifact ID および Artifact バージョンに由来するものです)
を、target/lib フォルダからのその他すべてのライブラリとともに、プロジェクトの lib フォル
ダにコピーします。
Andriod Studio を使用している場合は、クライアントアプリケーションモジュールで libs フォルダ
を作成し、このフォルダ内に必要な .jar ファイルをコピーします。モジュールの gradle ファイルの依
存関係セクションに、以下が含まれていることを確認します。
compile fileTree(include: ['*.jar'], dir: 'libs')
compile fileTree(include: ['*.jar'], dir: 'app/libs')

重複した .jar ファイルが宣言されていないことを確認します。
7.

ApiClientFactory クラスを使用して、API Gateway で生成された SDK を初期化します。例:
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ApiClientFactory factory = new ApiClientFactory();
// Create an instance of your SDK. Here, 'SimpleCalcClient.java' is the compiled java
class for the SDK generated by API Gateway.
final SimpleCalcClient client = factory.build(SimpleCalcClient.class);
// Invoke a method:
//
For the 'GET /?a=1&b=2&op=+' method exposed by the API, you can invoke it by
calling the following SDK method:
Result output = client.rootGet("1", "2", "+");
//
//

where the Result class of the SDK corresponds to the Result model of the API.

//
For the 'GET /{a}/{b}/{op}' method exposed by the API, you can call the following
SDK method to invoke the request,
Result output = client.aBOpGet(a, b, c);
//

where a, b, c can be "1", "2", "add", respectively.

//
For the following API method:
//
POST /
//
host: ...
//
Content-Type: application/json
//
//
{ "a": 1, "b": 2, "op": "+" }
// you can call invoke it by calling the rootPost method of the SDK as follows:
Input body = new Input();
input.a=1;
input.b=2;
input.op="+";
Result output = client.rootPost(body);
//

where the Input class of the SDK corresponds to the Input model of the API.

// Parse the result:
//
If the 'Result' object is { "a": 1, "b": 2, "op": "add", "c":3"}, you retrieve
the result 'c') as
String result=output.c;

8.

Amazon Cognito 認証情報プロバイダーを使用して API への呼び出しを承認するには、次の例にある
ように、API Gateway で生成された SDK を使用して ApiClientFactory クラスで AWS 認証情報
のセットを渡します。

// Use CognitoCachingCredentialsProvider to provide AWS credentials
// for the ApiClientFactory
AWSCredentialsProvider credentialsProvider = new CognitoCachingCredentialsProvider(
context,
// activity context
"identityPoolId", // Cognito identity pool id
Regions.US_EAST_1 // region of Cognito identity pool
);
ApiClientFactory factory = new ApiClientFactory()
.credentialsProvider(credentialsProvider);
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9.

API Gateway で生成された SDK で API キーを設定するには、次のようなコードを使用します。

ApiClientFactory factory = new ApiClientFactory()
.apiKey("YOUR_API_KEY");

REST API 用に API Gateway で生成された JavaScript SDK を使用する
Note
これらの手順は、すでに「」の手順を完了していることを前提としていますAPI Gateway コン
ソールを使用して API の SDK を生成する (p. 570)

Important
API に ANY メソッドのみが定義された場合、生成された SDK パッケージに apigClient.js
ファイルは含まれず、ANY メソッドを自分で定義する必要があります。

REST API に対して API Gateway で生成された JavaScript SDK をインストールし、開始して呼び
出すには
1.

ダウンロード済みの API Gateway で生成された .zip ファイルのコンテンツを抽出します。

2.

API Gateway で生成された SDK で呼び出すすべてのメソッドで Cross-Origin Resource
Sharing (CORS) を有効にします。手順については、「REST API リソースの CORS を有効にす
る (p. 385)」を参照してください。

3.

ウェブページで、以下のスクリプトへの参照を含めます。
<script
<script
<script
<script
<script
<script
<script
<script
<script
<script
<script

4.

type="text/javascript"
type="text/javascript"
type="text/javascript"
type="text/javascript"
type="text/javascript"
type="text/javascript"
type="text/javascript"
type="text/javascript"
type="text/javascript"
type="text/javascript"
type="text/javascript"

src="lib/axios/dist/axios.standalone.js"></script>
src="lib/CryptoJS/rollups/hmac-sha256.js"></script>
src="lib/CryptoJS/rollups/sha256.js"></script>
src="lib/CryptoJS/components/hmac.js"></script>
src="lib/CryptoJS/components/enc-base64.js"></script>
src="lib/url-template/url-template.js"></script>
src="lib/apiGatewayCore/sigV4Client.js"></script>
src="lib/apiGatewayCore/apiGatewayClient.js"></script>
src="lib/apiGatewayCore/simpleHttpClient.js"></script>
src="lib/apiGatewayCore/utils.js"></script>
src="apigClient.js"></script>

コードで、API Gateway で生成された SDK を初期化します。次のようなコードを使用します。
var apigClient = apigClientFactory.newClient();

API Gateway で生成された SDK を AWS 認証情報で初期化するには、次のようなコードを使用しま
す。AWS 認証情報を使用すると、API に対するすべてのリクエストに署名が付与されます。
var apigClient = apigClientFactory.newClient({
accessKey: 'ACCESS_KEY',
secretKey: 'SECRET_KEY',
});

API Gateway で生成された SDK で API キーを使用するには、次のようなコードを使用し、API キー
をパラメータとして Factory オブジェクトに渡すことができます。API キーを使用する場合は、xapi-key ヘッダーの一部として指定され、API に対するすべてのリクエストに署名が付与されます。
これは、各リクエストに適切な CORS Accept ヘッダーを設定する必要があることを意味します。
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var apigClient = apigClientFactory.newClient({
apiKey: 'API_KEY'
});

5.

以下のようなコードを使用して API Gateway で API メソッドを呼び出します。各呼び出しから、成功
または失敗のコールバックとともに promise が返されます。
var params = {
// This is where any modeled request parameters should be added.
// The key is the parameter name, as it is defined in the API in API Gateway.
param0: '',
param1: ''
};
var body = {
// This is where you define the body of the request,
};
var additionalParams = {
// If there are any unmodeled query parameters or headers that must be
//
sent with the request, add them here.
headers: {
param0: '',
param1: ''
},
queryParams: {
param0: '',
param1: ''
}
};
apigClient.methodName(params, body, additionalParams)
.then(function(result){
// Add success callback code here.
}).catch( function(result){
// Add error callback code here.
});

ここで、methodName は、メソッドリクエストのリソースパスと HTTP 動詞から作成されま
す。SimpleCalc API の場合、次の API メソッドの SDK メソッド
1. GET /?a=...&b=...&op=...
2. POST /
{ "a": ..., "b": ..., "op": ...}
3. GET /{a}/{b}/{op}

対応する SDK メソッドは次のとおりです。
1. rootGet(params);
// where params={"a": ..., "b": ..., "op": ...} is resolved to
the query parameters
2. rootPost(null, body); // where body={"a": ..., "b": ..., "op": ...}
3. aBOpGet(params);
// where params={"a": ..., "b": ..., "op": ...} is resolved to
the path parameters

API Gateway によって生成された Ruby SDK を REST API で使用する
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Note
これらの手順は、すでに「API Gateway コンソールを使用して API の SDK を生成す
る (p. 570)」の手順を完了していることを前提としています。

REST API に対して API Gateway で生成された Ruby SDK をインストールし、開始して呼び出す
には
1.

ダウンロードした Ruby SDK ファイルを解凍します。生成された SDK ソースは、次のように表示さ
れます。

2.

ターミナルウィンドウで次のシェルコマンドを使用して、生成された SDK ソースから Ruby Gem を
構築します。
# change to /simplecalc-sdk directory
cd simplecalc-sdk
# build the generated gem
gem build simplecalc-sdk.gemspec

この後、[simplecalc-sdk-1.0.0.gem] が利用可能になります。
3.

gem をインストールします。
gem install simplecalc-sdk-1.0.0.gem

4.

クライアントアプリケーションを作成します。アプリで Ruby SDK クライアントをインスタンス化し
て初期化します。
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require 'simplecalc-sdk'
client = SimpleCalc::Client.new(
http_wire_trace: true,
retry_limit: 5,
http_read_timeout: 50
)

API に AWS_IAM タイプの許可が設定されている場合、初期化中に AWS と accessKey を指定して、
呼び出し元の secretKey 認証情報を含めることができます。
require 'pet-sdk'
client = Pet::Client.new(
http_wire_trace: true,
retry_limit: 5,
http_read_timeout: 50,
access_key_id: 'ACCESS_KEY',
secret_access_key: 'SECRET_KEY'
)

5.

アプリで SDK を使用して API 呼び出しを行います。

Tip
SDK のメソッド呼び出し規則に精通していない場合は、生成された SDK の client.rb
フォルダの lib ファイルを確認できます。このフォルダには、サポートされている各 API メ
ソッド呼び出しのドキュメントが含まれています。
サポートされているオペレーションを検出するには:
# to show supported operations:
puts client.operation_names

これにより、GET /?a={.}&b={.}&op={.}、GET /{a}/{b}/{op}、および POST / の API メ
ソッドに対応する次のような表示になります。必要に応じて {a:"…", b:"…", op:"…"} 形式のペ
イロードを加えます。
[:get_api_root, :get_ab_op, :post_api_root]

GET /?a=1&b=2&op=+API メソッドを呼び出すには、以下の Ruby SDK メソッドを呼び出します。
resp = client.get_api_root({a:"1", b:"2", op:"+"})

POST / を使用して、{a: "1", b: "2", "op": "+"} API メソッドを呼び出すには、以下の
Ruby SDK メソッドを呼び出します。
resp = client.post_api_root(input: {a:"1", b:"2", op:"+"})

GET /1/2/+API メソッドを呼び出すには、以下の Ruby SDK メソッドを呼び出します。
resp = client.get_ab_op({a:"1", b:"2", op:"+"})

SDK メソッド呼び出しが正常に終了すると次のレスポンスを返します。
resp : {
result: {
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}

}

input: {
a: 1,
b: 2,
op: "+"
},
output: {
c: 3
}

Objective-C または Swift で REST API 用に API Gateway で生成された iOS SDK
を使用する
このチュートリアルでは、Objective-C または Swift アプリケーションにおいて、REST API の API
Gateway で生成された iOS SDK を使用して基盤となる API を呼び出す方法について説明します。以下の
トピックでは、SimpleCalc API (p. 576) を例として使います。
• AWS Mobile SDK の必要なコンポーネントを Xcode プロジェクト内にインストールする方法
• API のメソッドを呼び出す前に API クライアントオブジェクトを作成する方法
• API クライアントオブジェクトで対応する SDK メソッドを介して API のメソッドを呼び出す方法
• SDK の対応するモデルクラスを使用してメソッドの入力を準備し、その結果を解析する方法
トピック
• 生成された iOS SDK (Objective-C) を使用して API を呼び出す (p. 427)
• 生成された iOS SDK (Swift) を使用して API を呼び出す (p. 431)

生成された iOS SDK (Objective-C) を使用して API を呼び出す
次の手順を開始する前に、Objective-C で iOS 用の「API Gateway コンソールを使用して API の SDK を生
成する (p. 570)」のステップを実行して、生成された SDK の .zip ファイルをダウンロードする必要があ
ります。

Objective-C プロジェクトで API Gateway で生成された AWS Mobile SDK と iOS SDK をインス
トールする
次の手順では、SDK をインストールする方法を説明します。

API Gateway で生成された iOS SDK を Objective-C でインストールして使用するには
1.

ダウンロード済みの API Gateway で生成された .zip ファイルのコンテンツを抽出します。SimpleCalc
API (p. 576) を使用して、解凍した SDK フォルダの名前を sdk_objc_simple_calc などに変
更することもできます。この SDK フォルダーには、README.md ファイルと Podfile ファイル
が含まれています。README.md ファイルには、SDK をインストールして使用するための手順が記
載されています。このチュートリアルでは、この手順について詳しく説明します。インストールで
は、CocoaPods を使用して必要な API Gateway ライブラリとその他の依存する AWS Mobile SDK コ
ンポーネントをインポートします。SDK をアプリケーションの XCode プロジェクト内にインポート
するには、Podfile を更新する必要があります。解凍した SDK フォルダ内には、API の生成された
SDK のソースコードを含む generated-src フォルダもあります。

2.

Xcode を起動し、新しい iOS Objective-C プロジェクトを作成します。プロジェクトのターゲットを
書き留めておきます。それを Podfile に設定する必要があります。
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3.

CocoaPods を使用して AWS Mobile SDK for iOS を Xcode プロジェクト内にインポートするには、以
下の操作を行います。
a.

ターミナルウィンドウで次のコマンドを実行して、CocoaPods をインストールします。
sudo gem install cocoapods
pod setup

b.

抽出した SDK フォルダー内にある Podfile ファイルを、Xcode プロジェクトファイルがある同
じディレクトリ内にコピーします。次のブロックのターゲット名を
target '<YourXcodeTarget>' do
pod 'AWSAPIGateway', '~> 2.4.7'
end

次のようにプロジェクトのターゲット名に置き換えます。
target 'app_objc_simple_calc' do
pod 'AWSAPIGateway', '~> 2.4.7'
end

Xcode プロジェクトに Podfile という名前のファイルが既に含まれている場合は、次のコード
行を追加します。
pod 'AWSAPIGateway', '~> 2.4.7'

c.

ターミナルウィンドウを開いて、次のコマンドを実行します。
pod install

これにより、API Gateway コンポーネントとその他の依存する AWS Mobile SDK コンポーネント
がインストールされます。
d.

Xcode プロジェクトを閉じて .xcworkspace ファイルを開き、Xcode を再起動します。

e.

抽出した SDK の .h ディレクトリから、すべての .m ファイルと generated-src ファイルを
Xcode プロジェクト内に追加します。
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AWS Mobile SDK for iOS Objective-C をプロジェクト内にインポートするために、明示的に AWS
Mobile SDK をダウンロードするか、Carthage を使用する場合は、README.md ファイルの手順に
従ってください。この 2 つのオプションのうち、必ず 1 つのみを使用して AWS Mobile SDK をイン
ポートしてください。

API Gateway で生成された iOS SDK を使用して Objective-C オブジェクトで API メソッドを呼び
出す
SDK の生成時に、メソッドの入力 (Input) と出力 (Result) を 2 つのモデルとする SimpleCalc (p. 576)
API のプレフィックスとして SIMPLE_CALC を使用すると、結果の API クライアントクラスは
SIMPLE_CALCSimpleCalcClient となり、対応するデータクラスはそれぞれ SIMPLE_CALCInput と
SIMPLE_CALCResult になります。API のリクエストとレスポンスは、次のように SDK メソッドにマッ
ピングされます。
• 次の API リクエストは
GET /?a=...&b=...&op=...

次のような SDK メソッドになります。
(AWSTask *)rootGet:(NSString *)op a:(NSString *)a b:(NSString *)b

AWSTask.result モデルをメソッドのレスポンスに追加した場合、SIMPLE_CALCResult プロパティ
のタイプは Result です。それ以外の場合、プロパティは NSDictionary タイプになります。
• 次の API リクエストは
POST /
{

"a": "Number",
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}

"b": "Number",
"op": "String"

次のような SDK メソッドになります。
(AWSTask *)rootPost:(SIMPLE_CALCInput *)body

• 次の API リクエストは
GET /{a}/{b}/{op}

次のような SDK メソッドになります。
(AWSTask *)aBOpGet:(NSString *)a b:(NSString *)b op:(NSString *)op

次の手順では、Objective-C アプリケーションのソースコードで API メソッドを呼び出す方法を説明しま
す。たとえば、viewDidLoad ファイルで ViewController.m デリゲートの一部として呼び出します。

API Gateway で生成された iOS SDK を介して API を呼び出すには
1.

API クライアントクラスのヘッダーファイルをインポートして、API クライアントクラスをアプリ
ケーションで呼び出せるようにします。
#import "SIMPLE_CALCSimpleCalc.h"

#import ステートメントにより、2 つのモデルクラスとして SIMPLE_CALCInput.h と
SIMPLE_CALCResult.h もインポートされます。
2.

API クライアントクラスをインスタンス化します。
SIMPLE_CALCSimpleCalcClient *apiInstance = [SIMPLE_CALCSimpleCalcClient defaultClient];

API で Amazon Cognito を使用するには、defaultServiceConfiguration メソッドを呼び出し
て API クライアントオブジェクトを作成する (前の例を参照) 前に、次に示すようにデフォルトの
AWSServiceManager オブジェクトで defaultClient プロパティを設定します。
AWSCognitoCredentialsProvider *creds = [[AWSCognitoCredentialsProvider alloc]
initWithRegionType:AWSRegionUSEast1 identityPoolId:your_cognito_pool_id];
AWSServiceConfiguration *configuration = [[AWSServiceConfiguration alloc]
initWithRegion:AWSRegionUSEast1 credentialsProvider:creds];
AWSServiceManager.defaultServiceManager.defaultServiceConfiguration = configuration;

3.

GET /?a=1&b=2&op=+ メソッドを呼び出して、1+2 を実行します。
[[apiInstance rootGet: @"+" a:@"1" b:@"2"] continueWithBlock:^id _Nullable(AWSTask *
_Nonnull task) {
_textField1.text = [self handleApiResponse:task];
return nil;
}];

ヘルパー関数の handleApiResponse:task は、結果を文字列としてフォーマットし、テキスト
フィールド (_textField1) に表示します。
- (NSString *)handleApiResponse:(AWSTask *)task {
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if (task.error != nil) {
return [NSString stringWithFormat: @"Error: %@", task.error.description];
} else if (task.result != nil && [task.result isKindOfClass:[SIMPLE_CALCResult
class]]) {
return [NSString stringWithFormat:@"%@ %@ %@ = %@\n",task.result.input.a,
task.result.input.op, task.result.input.b, task.result.output.c];
}
return nil;

}

結果として 1 + 2 = 3 と表示されます。
4.

ペイロードを渡す POST / を呼び出して、1-2 を実行します。
SIMPLE_CALCInput *input = [[SIMPLE_CALCInput alloc] init];
input.a = [NSNumber numberWithInt:1];
input.b = [NSNumber numberWithInt:2];
input.op = @"-";
[[apiInstance rootPost:input] continueWithBlock:^id _Nullable(AWSTask * _Nonnull
task) {
_textField2.text = [self handleApiResponse:task];
return nil;
}];

結果として 1 - 2 = -1 と表示されます。
5.

GET /{a}/{b}/{op} を呼び出して、1/2 を実行します。
[[apiInstance aBOpGet:@"1" b:@"2" op:@"div"] continueWithBlock:^id _Nullable(AWSTask *
_Nonnull task) {
_textField3.text = [self handleApiResponse:task];
return nil;
}];

結果として 1 div 2 = 0.5 と表示されます。ここで div が / の代わりに使用されているのは、
バックエンドのシンプルな Lambda 関数 (p. 574)では URL エンコードされたパス変数が処理されな
いためです。

生成された iOS SDK (Swift) を使用して API を呼び出す
次の手順を開始する前に、Swift で iOS 用の「API Gateway コンソールを使用して API の SDK を生成す
る (p. 570)」のステップを実行して、生成された SDK の .zip ファイルをダウンロードする必要がありま
す。
トピック
• Swift プロジェクトで AWS Mobile SDK と API Gateway で生成された SDK をインストールす
る (p. 431)
• API Gateway で生成された iOS SDK を介して Swift プロジェクトで API メソッドを呼び出
す (p. 434)

Swift プロジェクトで AWS Mobile SDK と API Gateway で生成された SDK をインストールする
次の手順では、SDK をインストールする方法を説明します。

API Gateway で生成された iOS SDK を Swift にインストールして使用するには
1.

ダウンロード済みの API Gateway で生成された .zip ファイルのコンテンツを抽出します。SimpleCalc
API (p. 576) を使用して、解凍した SDK フォルダの名前を sdk_swift_simple_calc などに
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変更することもできます。この SDK フォルダーには、README.md ファイルと Podfile ファイル
が含まれています。README.md ファイルには、SDK をインストールして使用するための手順が記
載されています。このチュートリアルでは、この手順について詳しく説明します。インストールで
は、CocoaPods を使用して AWS Mobile SDK の必要なコンポーネントをインポートします。SDK
を Swift アプリケーションの XCode プロジェクト内にインポートするには、Podfile を更新する
必要があります。解凍した SDK フォルダ内には、API の生成された SDK のソースコードを含む
generated-src フォルダもあります。
2.

Xcode を起動し、新しい iOS Swift プロジェクトを作成します。プロジェクトのターゲットを書き留
めておきます。それを Podfile に設定する必要があります。

3.

CocoaPods を使用して AWS Mobile SDK の必要なコンポーネントを Xcode プロジェクト内にイン
ポートするには、以下の操作を実行します。
a.

ターミナルウィンドウで次のコマンドを実行して CocoaPods をインストールします (まだインス
トールしていない場合)。
sudo gem install cocoapods
pod setup

b.

抽出した SDK フォルダー内にある Podfile ファイルを、Xcode プロジェクトファイルがある同
じディレクトリ内にコピーします。次のブロックのターゲット名を
target '<YourXcodeTarget>' do
pod 'AWSAPIGateway', '~> 2.4.7'
end

次のようにプロジェクトのターゲット名に置き換えます。
target 'app_swift_simple_calc' do
pod 'AWSAPIGateway', '~> 2.4.7'
end

Xcode プロジェクト内の Podfile に正しいターゲットが既に設定されている場合は、次のコー
ド行を do ... end ループに追加するだけで済みます。
pod 'AWSAPIGateway', '~> 2.4.7'

c.

ターミナルウィンドウを開き、アプリケーションのディレクトリで次のコマンドを実行します。
pod install
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これにより、API Gateway コンポーネント とその他の依存する AWS Mobile SDK コンポーネン
トがアプリケーションのプロジェクト内にインストールされます。
d.

Xcode プロジェクトを閉じて *.xcworkspace ファイルを開き、Xcode を再起動します。

e.

抽出した generated-src ディレクトリから、すべてのSDK のヘッダーファイル (.h) と Swift
ソースコードファイル (.swift) を Xcode プロジェクトに追加します。

f.

Swift コードプロジェクトから AWS Mobile SDK の Objective-C ライブラリを呼び出せるように
するには、Xcode プロジェクト設定の [Swift Compiler - General] 設定の [Objective-C Bridging
Header] プロパティで Bridging_Header.hファイルのパスを設定します。

Tip
Xcode の検索ボックスに「bridging」と入力し、[Objective-C Bridging Header] プロパ
ティを見つけます。
g.

Xcode プロジェクトを構築し、それが適切に設定されていることを確認してから先に進みま
す。Xcode で使用している Swift のバージョンが AWS Mobile SDK でサポートされているものよ
り新しい場合は、Swift コンパイラエラーが発生します。この場合は、[Swift Compiler - Version
(Swift コンパイラ - バージョン)] 設定の [Use Legacy Swift Language Version] プロパティを [Yes]
に設定します。
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Swift で の AWS Mobile SDK for iOS をプロジェクト内にインポートするために、明示的に AWS
Mobile SDK をダウンロードするか、Carthage を使用する場合は、SDK パッケージに含まれている
README.md ファイルに記載されている手順に従います。この 2 つのオプションのうち、必ず 1 つの
みを使用して AWS Mobile SDK をインポートしてください。

API Gateway で生成された iOS SDK を介して Swift プロジェクトで API メソッドを呼び出す
SDK の生成時に、API のリクエストとレスポンスの入力 (Input) と出力 (Result) を記述する 2 つのモ
デルがあるこの SimpleCalc API (p. 576) のプレフィックスとして SIMPLE_CALC を使用すると、結果の
API クライアントクラスは SIMPLE_CALCSimpleCalcClient となり、対応するデータクラスはそれぞ
れ SIMPLE_CALCInput と SIMPLE_CALCResult になります。API のリクエストとレスポンスは、次の
ように SDK メソッドにマッピングされます。
• 次の API リクエストは
GET /?a=...&b=...&op=...

次のような SDK メソッドになります。
public func rootGet(op: String?, a: String?, b: String?) -> AWSTask

AWSTask.result モデルをメソッドのレスポンスに追加した場合、SIMPLE_CALCResult プロパティ
のタイプは Result です。それ以外の場合は、NSDictionary タイプになります。
• 次の API リクエストは
POST /
{

}

"a": "Number",
"b": "Number",
"op": "String"

次のような SDK メソッドになります。
public func rootPost(body: SIMPLE_CALCInput) -> AWSTask

• 次の API リクエストは
GET /{a}/{b}/{op}
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次のような SDK メソッドになります。
public func aBOpGet(a: String, b: String, op: String) -> AWSTask

次の手順では、Swift アプリケーションのソースコードで API メソッドを呼び出す方法を示します。たとえ
ば、viewDidLoad() ファイルで ViewController.m デリゲートの一部として呼び出します。

API Gateway で生成された iOS SDK を介して API を呼び出すには
1.

API クライアントクラスをインスタンス化します。
let client = SIMPLE_CALCSimpleCalcClient.defaultClient()

API で Amazon Cognito を使用するには、AWS メソッド (前出) を取得する前にデフォルトの
defaultClient のサービス設定 (後出) を設定します。
let credentialsProvider =
AWSCognitoCredentialsProvider(regionType: AWSRegionType.USEast1, identityPoolId:
"my_pool_id")
let configuration = AWSServiceConfiguration(region: AWSRegionType.USEast1,
credentialsProvider: credentialsProvider)
AWSServiceManager.defaultServiceManager().defaultServiceConfiguration = configuration

2.

GET /?a=1&b=2&op=+ メソッドを呼び出して、1+2 を実行します。
client.rootGet("+", a: "1", b:"2").continueWithBlock {(task: AWSTask) -> AnyObject? in
self.showResult(task)
return nil
}

上のヘルパー関数 self.showResult(task) は結果またはエラーをコンソールに表示します。次に
例を示します。
func showResult(task: AWSTask) {
if let error = task.error {
print("Error: \(error)")
} else if let result = task.result {
if result is SIMPLE_CALCResult {
let res = result as! SIMPLE_CALCResult
print(String(format:"%@ %@ %@ = %@", res.input!.a!, res.input!.op!,
res.input!.b!, res.output!.c!))
} else if result is NSDictionary {
let res = result as! NSDictionary
print("NSDictionary: \(res)")
}
}
}

本稼働アプリケーションでは、結果またはエラーをテキストフィールドに表示できます。結果として
1 + 2 = 3 と表示されます。
3.

ペイロードを渡す POST / を呼び出して、1-2 を実行します。
let body = SIMPLE_CALCInput()
body.a=1
body.b=2
body.op="-"
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client.rootPost(body).continueWithBlock {(task: AWSTask) -> AnyObject? in
self.showResult(task)
return nil
}

結果として 1 - 2 = -1 と表示されます。
4.

GET /{a}/{b}/{op} を呼び出して、1/2 を実行します。
client.aBOpGet("1", b:"2", op:"div").continueWithBlock {(task: AWSTask) -> AnyObject?
in
self.showResult(task)
return nil
}

結果として 1 div 2 = 0.5 と表示されます。ここで div が / の代わりに使用されているのは、
バックエンドのシンプルな Lambda 関数 (p. 574)では URL エンコードされたパス変数が処理されな
いためです。

プライベート API を呼び出す方法
プライベート API は VPC 内からのみアクセスでき、リソースポリシー (p. 635)で、設定した VPC およ
び VPC エンドポイントからのアクセスを許可する必要があります。プライベート API へのアクセス方法
は、VPC エンドポイントでプライベート DNS を有効にしたかどうかによって異なります。例えば、AWS
Direct Connect 経由でオンプレミスネットワークからプライベート API にアクセスする場合、VPC エンド
ポイントでプライベート DNS が有効になります。このような場合は、「エンドポイント固有のパブリッ
ク DNS ホスト名を使用したプライベート API の呼び出し (p. 438)」で説明されている手順に従います。
プライベート API (p. 630) のデプロイが完了したら、プライベート DNS 経由 (プライベート DNS を有
効にしている場合) およびパブリック DNS 経由でアクセスできます。
プライベート API の DNS 名を取得するには、以下を実行します。
1.

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

2.

左のナビゲーションペインで、[エンドポイント] を選択し、API Gateway 用のインターフェイス VPC
エンドポイントを選択します。

3.

[詳細] ペインで、[DNS 名] フィールドに 5 つの値が表示されます。最初の 3 つは API 用のパブリック
DNS 名です。残りの 2 つはプライベート DNS 名です。

プライベート DNS 名を使用してプライベート API を呼び出す
Warning
API Gateway のインターフェイス VPC エンドポイントの作成中に、[プライベート DNS 名を有
効にする] オプションを選択すると、VPC エンドポイントが存在する VPC はパブリック (エッジ
最適化およびリージョン別) API にアクセスできなくなります。詳細については、「API Gateway
VPC エンドポイントからパブリック API に接続できないのはなぜですか?」を参照してくださ
い。
プライベート DNS を有効にしている場合は、次のようにプライベート DNS 名を使用してプライベート
API にアクセスできます。
{restapi-id}.execute-api.{region}.amazonaws.com

API を呼び出すためのベース URL は次の形式です。
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https://{restapi-id}.execute-api.{region}.amazonaws.com/{stage}

たとえば、この例で GET /pets および GET /pets/{petId} メソッドをセットアップし、REST API ID
が 01234567ab、リージョンが us-west-2 であるとすると、ブラウザに次の URL を入力して API をテ
ストできます。
https://01234567ab.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/test/pets

および
https://01234567ab.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/test/pets/1

または、以下の cURL コマンドを使用できます。
curl -X GET https://01234567ab.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/test/pets

および
curl -X GET https://01234567ab.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/test/pets/2

AWS Direct Connect を使用したプライベート API へのアクセス
AWS Direct Connect を使用して、オンプレミスネットワークから Amazon VPC に専用のプライベート接
続を確立し、パブリック DNS 名を使用してその接続経由でプライベート API エンドポイントにアクセス
することもできます。
プライベート DNS 名を使用すると、Amazon Route 53 Resolver インバウンドエンドポイントを設定し
てリモートネットワークからプライベート DNS のすべての DNS クエリを転送することによって、オン
プレミスネットワークからプライベート API にアクセスすることもできます。詳細については、Amazon
Route 53 デベロッパーガイドの「VPC へのインバウンド DNS クエリの転送」を参照してください。

Route53 エイリアスを使用したプライベート API へのアクセス
VPC エンドポイントとプライベート API の関連付けまたは関連付け解除を行うには、「VPC エンドポイ
ントとプライベート REST API の関連付けまたは関連付けの解除 (p. 636)」で説明されている手順を使
用します。
プライベート API の REST API ID を REST API の呼び出し元の VPC エンドポイントに関連付ける
と、Route53 エイリアスを使用して API を呼び出すために、次の形式のベース URL を使用できます。
生成されたベース URL は次の形式になります。
https://{rest-api-id}-{vpce-id}.execute-api.{region}.amazonaws.com/{stage}

たとえば、この例で GET /pets および GET /pets/{petId} メソッドをセットアップし、API の API ID が
01234567ab、VPC エンドポイント ID が vpce-01234567abcdef012、リージョンが us-west-2 であったと
仮定すると、API を次のように呼び出すことができます。
curl -v https://01234567ab-vpce-01234567abcdef012.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/test/
pets/

437

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
OpenAPI

エンドポイント固有のパブリック DNS ホスト名を使用したプライベート API の
呼び出し
エンドポイント固有のパブリック DNS ホスト名を使用してたプライベート API にアクセスできます。こ
れらは、プライベート API 用の VPC エンドポイント ID または API ID を含むパブリック DNS ホスト名で
す。
生成されたベース URL は次の形式になります。
https://{public-dns-hostname}.execute-api.{region}.vpce.amazonaws.com/{stage}

たとえば、この例で GET /pets および GET /pets/{petId} メソッドをセットアップし、API の API
ID が 01234567ab で、パブリック DNS ホスト名が vpce-01234567abcdef012-01234567、リージョ
ンが us-west-2 であるとすると、次の例のように、cURL コマンドの Host ヘッダーを使用して、VPCE
ID を介して API をテストできます。
curl -v https://vpce-01234567abcdef012-01234567.execute-api.us-east-1.vpce.amazonaws.com/
test/pets -H 'Host: 01234567ab.execute-api.us-west-2.amazonaws.com'

または、次の形式の cURL コマンドの x-apigw-api-id ヘッダー を使用して API ID を経由してプライ
ベート API にアクセスできます。
curl -v https://{public-dns-hostname}.execute-api.{region}.vpce.amazonaws.com/test -H'xapigw-api-id:{api-id}'

OpenAPI を使用した REST API の設定
API Gateway を使用して、REST API を外部定義ファイルから API Gateway にインポートできます。現
在、API Gateway は OpenAPI v2.0 および OpenAPI v3.0 定義ファイルをサポートしています。新しい定
義で上書きして API を更新したり、既存の API と定義をマージしたりできます。リクエスト URL で mode
クエリパラメータを使用して、オプションを指定します。
API Gateway コンソールからサンプル API 機能を使用するチュートリアルについては、「チュートリアル:
サンプルをインポートして REST API を作成する (p. 36)」を参照してください。
トピック
• エッジ最適化 API を API Gateway にインポートする (p. 438)
• リージョン API を API Gateway にインポートする (p. 439)
• OpenAPI ファイルをインポートして既存の API 定義を更新する (p. 440)
• OpenAPIbasePath プロパティの設定 (p. 441)
• OpenAPI インポート用の AWS 変数 (p. 443)
• インポート中のエラーと警告 (p. 444)
• API Gateway から REST API をエクスポートする (p. 444)

エッジ最適化 API を API Gateway にインポートする
API OpenAPI 定義ファイルをインポートして、新しいエッジ最適化 API を作成できます。そのために
は、OpenAPI ファイルに加えて EDGE エンドポイントタイプをインポートオペレーションへの入力として
指定します。これは、API Gateway コンソール、AWS CLI、または AWS SDK を使用して行うこともでき
ます。
API Gateway コンソールからサンプル API 機能を使用するチュートリアルについては、「チュートリアル:
サンプルをインポートして REST API を作成する (p. 36)」を参照してください。
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トピック
• API Gateway コンソールを使用してエッジ最適化 API をインポートする (p. 439)
• AWS CLI を使用してエッジ最適化 API をインポートする (p. 439)

API Gateway コンソールを使用してエッジ最適化 API をインポートする
API Gateway コンソールを使用してエッジ最適化 API をインポートするには、次の操作を行います。
1.

API Gateway コンソール (https://console.aws.amazon.com/apigateway) にサインインします。

2.

[API の作成] を選択します。

3.

[REST API] で、[インポート] を選択します。

4.

API OpenAPI 定義をコピーしてコードエディタに貼り付けるか、[Select OpenAPI File (OpenAPI ファ
イルの選択)] を選択してローカルドライブから OpenAPI ファイルを読み込みます。

5.

[Settings] で、[Endpoint Type] として [Edge optimized] を選択します。

6.

[インポート] を選択して、OpenAPI 定義のインポートを開始します。

AWS CLI を使用してエッジ最適化 API をインポートする
AWS CLI を使用して、OpenAPI 定義ファイルから API をインポートすることで新しいエッジ最適化 API
を作成するには、import-rest-api コマンドを以下のように使用します。
aws apigateway import-rest-api \
--fail-on-warnings \
--body 'file://path/to/API_OpenAPI_template.json'

または、endpointConfigurationTypes クエリ文字列パラメータを EDGE に明示的に指定します。
aws apigateway import-rest-api \
--parameters endpointConfigurationTypes=EDGE \
--fail-on-warnings \
--body 'file://path/to/API_OpenAPI_template.json'

リージョン API を API Gateway にインポートする
API のインポート時、API のリージョンのエンドポイント設定を選択できます。API Gateway コンソー
ル、AWS CLI、または AWS SDK を使用できます。
API のエクスポート時、エクスポートされた API 定義に API エンドポイント設定は含まれません。
API Gateway コンソールからサンプル API 機能を使用するチュートリアルについては、「チュートリアル:
サンプルをインポートして REST API を作成する (p. 36)」を参照してください。
トピック
• API Gateway コンソールを使用してリージョン API をインポートする (p. 439)
• AWS CLI を使用してリージョン API をインポートする (p. 440)

API Gateway コンソールを使用してリージョン API をインポートする
API Gateway コンソールを使用してリージョンのエンドポイントの API をインポートするには、以下の手
順を実行します。
1.
2.

API Gateway コンソールにサインインし、[Create API (API の作成)] を選択します。
[新しい API の作成] で、[Import from OpenAPI (OpenAPI からインポート)] オプションを選択します。
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3.

API OpenAPI 定義をコピーしてコードエディタに貼り付けるか、[Select OpenAPI File (OpenAPI ファ
イルの選択)] を選択してローカルドライブから OpenAPI ファイルを読み込みます。

4.

[Settings] で、[Endpoint Type] として [Regional] を選択します。
[インポート] を選択して、OpenAPI 定義のインポートを開始します。

5.

AWS CLI を使用してリージョン API をインポートする
AWS CLI を使用して OpenAPI 定義ファイルから API をインポートするには、import-rest-api コマン
ドを使用します。
aws apigateway import-rest-api \
--parameters endpointConfigurationTypes=REGIONAL \
--fail-on-warnings \
--body 'file://path/to/API_OpenAPI_template.json'

OpenAPI ファイルをインポートして既存の API 定義を更新する
API 定義をインポートできるのは、エンドポイント設定、ステージおよびステージ変数、または API キー
への参照を変更せずに既存の API を更新する場合のみです。
インポートから更新への操作は、マージまたは上書きという 2 つのモードで行うことができます。
API (A) が別の API (B) にマージされると、作成された API では、2 つの API で矛盾する定義が共有され
ていない限り、A と B の両方の定義が保持されます。矛盾が発生した場合、マージする API (A) のメソッ
ド定義によってマージ先の API (B) の対応するメソッド定義がオーバーライドされます。たとえば、B が
200 および 206 レスポンスを返す次のメソッドを宣言しているとします。
GET /a
POST /a

A は 200 および 400 レスポンスを返す次のメソッドを宣言しています。
GET /a

A が B にマージされると、作成される API は次のメソッドを生成します。
GET /a

200 レスポンスと 400 レスポンスを返すメソッド。
POST /a

200 レスポンスと 206 レスポンスを返すメソッド。
API のマージは、外部の API 定義を複数の小さな部分に分解し、それらの部分の変更を一度に 1 つのみ適
用する場合に役立ちます。たとえば、複数のチームが API のさまざまな部分を担当し、異なるレートで変
更を可能にする場合です。このモードでは、インポートされた定義で明確に定義されていない既存の API
の項目はそのまま残されます。
API (A) によって別の API (B) がオーバーライドされ、作成される API には API (A) の定義が採用されま
す。API の上書きは、外部の API 定義に、API の完全な定義が含まれているときに役立ちます。このモー
ドでは、インポートされた定義で明確に定義されていない既存の API の項目は削除されます。
API をマージするには、PUT リクエストを https://apigateway.<region>.amazonaws.com/
restapis/<restapi_id>?mode=merge に送信します。restapi_id パスのパラメーター値は、指定
された API 定義のマージ先となる API を示します。
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次のコードスニペットは、指定された API がすでに API Gateway にあり、JSON の OpenAPI API 定義を
ペイロードとしてマージする PUT リクエストの例を示しています。

PUT /restapis/<restapi_id>?mode=merge
Host:apigateway.<region>.amazonaws.com
Content-Type: application/json
Content-Length: ...
An OpenAPI API definition in JSON (p. 101)

更新オペレーションのマージでは、2 つの完全な API 定義を使用し、それらをマージします。小さい増分
変更の場合は、リソースの更新オペレーションを使用できます。
API をオーバーライドするには、PUT リクエストを https://
apigateway.<region>.amazonaws.com/restapis/<restapi_id>?mode=overwrite に送信しま
す。restapi_id パスパラメーターは、指定された API 定義で上書きされる API を示します。
次のコードスニペットは、JSON 形式の OpenAPI 定義のペイロードでリクエストを上書きする例を示して
います。

PUT /restapis/<restapi_id>?mode=overwrite
Host:apigateway.<region>.amazonaws.com
Content-Type: application/json
Content-Length: ...
An OpenAPI API definition in JSON (p. 101)

mode クエリパラメータを指定しないと、マージが想定されます。

Note
PUT オペレーションはべき等ですが、アトミックではありません。つまり、処理中にシステムエ
ラーが発生した場合、API は不正な状態になる可能性があります。ただし、オペレーションを正
常に繰り返すと、API は最初のオペレーションが成功した場合と同じ最終状態になります。

OpenAPIbasePath プロパティの設定
OpenAPI 2.0 では、basePath プロパティを使用して、paths プロパティに定義された各パスに先行す
る 1 つ以上のパス部分を提供できます。API Gateway にはリソースのパスを表現する複数の方法があるた
め、API のインポート機能には、インポート中に basePath プロパティを解釈するための次のオプション
が用意されています。ignore、prepend、および split です。
「OpenAPI 3.0」では、basePath は、最上位のプロパティではありません。代わりに、API Gateway は
規則としてサーバー変数を使用します。API のインポート機能には、インポート中に基本パスを解釈する
ための同じオプションが用意されています。基本パスは次のように識別されます。
• API に basePath 変数が含まれていない場合、API のインポート機能は server.url 文字列を確認し
て、"/" 以外のパスが含まれているかどうかを確認します。含まれている場合は、そのパスが基本パス
として使用されます。
• API に含まれる basePath 変数が 1 つだけの場合、API のインポート機能は server.url で参照され
ていなくても、それを基本パスとして使用します。
• API に複数の basePath 変数が含まれている場合、API のインポート機能は最初の変数のみを基本パス
として使用します。
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Ignore (無視)
OpenAPI ファイルの basePath の値が /a/b/c で、paths プロパティに /e および /f が含まれる場合
に、次の POST または PUT リクエストがあるとします。
POST /restapis?mode=import&basepath=ignore

PUT /restapis/api_id?basepath=ignore

この場合、API で次のリソースが発生します。
• /
• /e
• /f
その効果として、basePath を、これが存在しなかったかのように扱い、宣言された API のすべてのリ
ソースは、ホストに対して相対的に提供されます。これを使用できるのは、たとえば、基本パスを含まな
い API マッピングや、本番ステージを参照するステージ値を持つカスタムドメイン名がある場合です。

Note
API Gateway は、定義ファイルに明示的に宣言されていない場合でも、自動的にルートリソース
を作成します。
指定しない場合、basePath はデフォルトで ignore を受け取ります。

Prepend
OpenAPI ファイルの basePath の値が /a/b/c で、paths プロパティに /e および /f が含まれる場合
に、次の POST または PUT リクエストがあるとします。
POST /restapis?mode=import&basepath=prepend

PUT /restapis/api_id?basepath=prepend

この場合、API で次のリソースが発生します。
• /
• /a
• /a/b
• /a/b/c
• /a/b/c/e
• /a/b/c/f
その効果として、(メソッドなしで) 追加のリソースとして basePath を処理し、宣言されたリソースセッ
トに追加します。これを使用できるのは、たとえば、さまざまなチームが API パートの異なる部分を担当
し、basePath が各チームの API 部分のパスの場所を参照できる場合です。

Note
API Gateway は、定義に明示的に宣言されていない場合でも、自動的に中間リソースを作成しま
す。
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Split
OpenAPI ファイルの basePath の値が /a/b/c で、paths プロパティに /e および /f が含まれる場合
に、次の POST または PUT リクエストがあるとします。
POST /restapis?mode=import&basepath=split

PUT /restapis/api_id?basepath=split

この場合、API で次のリソースが発生します。
• /
• /b
• /b/c
• /b/c/e
• /b/c/f
その効果として、最上位のパス部分 /a を、各リソースのパスの先頭として扱い、API 内で (メソッドなし
で) 追加のリソースを作成します。これを使用できるのは、たとえば、a が、API の一部として公開するス
テージ名である場合です。

OpenAPI インポート用の AWS 変数
OpenAPI 定義では、次の AWS 変数を使用できます。API Gateway は、API のインポート時に変数を解決
します。変数を指定するには、${variable-name} を使用します。

AWS 変数
変数名。

説明

AWS::AccountId

API をインポートする
AWS アカウント ID (例え
ば、123456789012)。

AWS::Partition

API のインポート先の AWS パー
ティション。標準の AWS リー
ジョンの場合、パーティション
は aws です。

AWS::Region

API のインポート先の AWS
リージョン — 例えば、useast-2。

AWS 変数の例
次の例では、AWS 変数を使用して統合用の AWS Lambda 関数を指定します。
OpenAPI 3.0
openapi: "3.0.1"
info:
title: "tasks-api"
version: "v1.0"
paths:
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get:
summary: List tasks
description: Returns a list of tasks
responses:
200:
description: "OK"
content:
application/json:
schema:
type: array
items:
$ref: "#/components/schemas/Task"
500:
description: "Internal Server Error"
content: {}
x-amazon-apigateway-integration:
uri:
arn:${AWS::Partition}:apigateway:${AWS::Region}:lambda:path/2015-03-31/
functions/arn:${AWS::Partition}:lambda:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:function:LambdaFunctionName/invocations
responses:
default:
statusCode: "200"
passthroughBehavior: "when_no_match"
httpMethod: "POST"
contentHandling: "CONVERT_TO_TEXT"
type: "aws_proxy"
components:
schemas:
Task:
type: object
properties:
id:
type: integer
name:
type: string
description:
type: string

インポート中のエラーと警告
インポート中のエラー
インポート中に、無効な OpenAPI ドキュメントなど、大きな問題に対してエラーが生成される場合があり
ます。エラーは、失敗のレスポンスの例外 (例: BadRequestException) として返されます。エラーが発
生した場合、新しい API 定義は破棄され、既存の API は変更されません。

インポート中の警告
インポート中に、モデル参照の不足など、小規模な問題に対して警告が生成される場合があります。
警告が発生した場合、リクエスト URL に failonwarnings=false クエリ式が追加されている
場合、オペレーションは続行します。それ以外の場合、更新はロールバックされます。デフォルト
で、failonwarnings は false に設定されています。このような場合、警告は RestApi リソースの
フィールドとして返されます。それ以外の場合、警告は例外のメッセージとして返されます。

API Gateway から REST API をエクスポートする
API Gateway で REST API を作成および設定したら、API Gateway コンソールなどから API Gateway
Export API (Amazon API Gateway Control Service の一部です) を使用して、API を OpenAPI ファイルに
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エクスポートできます。エクスポートされた OpenAPI 定義ファイルに、API Gateway 統合の拡張機能
と、Postman 拡張機能を含めるオプションがあります。

Note
AWS CLI を使用して API をエクスポートする場合、次の例に示すように extensions パラメータ
を必ず含めて、x-amazon-apigateway-request-validator 拡張子が含まれるようにしま
す。
aws apigateway get-export --parameters extensions='apigateway' --rest-api-id
abcdefg123 --stage-name dev --export-type swagger latestswagger2.json

ペイロードが application/json 型でない場合、API をエクスポートすることはできません。エクス
ポートを試みると、JSON 本文モデルが見つからないことを示すエラーレスポンスが返されます。

REST API をエクスポートするリクエスト
Export API を使用すると、GET リクエストを送信し、URL パスの一部としてエクスポートされる API を
指定することにより、既存の REST API をエクスポートします。リクエストの URL は次の形式です。
OpenAPI 3.0

https://<host>/restapis/<restapi_id>/stages/<stage_name>/exports/oas30

OpenAPI 2.0

https://<host>/restapis/<restapi_id>/stages/<stage_name>/exports/swagger

extensions クエリ文字列を追加して、(値 integration を使用) API Gateway 拡張を含めるか、(値
postman を使用) Postman 拡張を含めるかを指定できます。
さらに、Accept ヘッダーを application/json または application/yaml に設定して、それぞれ
JSON 形式または YAML 形式で API 定義の出力を受け取ることができます。
API Gateway Export API を使用して GET リクエストを送信する詳細については、「Making HTTP
Requests」を参照してください。

Note
API でモデルを定義する場合、モデルをエクスポートする API Gateway の "application/json" の
コンテンツタイプである必要があります。それ以外の場合、API Gateway は「Only found nonJSON body models for ...」というエラーメッセージとともに例外をスローします。
モデルはプロパティを含むか、特定の JSONSchema 型として定義される必要があります。

REST API OpenAPI 定義を JSON でダウンロードする
OpenAPI 定義を JSON 形式にして REST API をエクスポートおよびダウンロードするには、以下のよう
にします。
OpenAPI 3.0
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GET /restapis/<restapi_id>/stages/<stage_name>/exports/oas30
Host: apigateway.<region>.amazonaws.com
Accept: application/json

OpenAPI 2.0

GET /restapis/<restapi_id>/stages/<stage_name>/exports/swagger
Host: apigateway.<region>.amazonaws.com
Accept: application/json

ここで、<region> はたとえば us-east-1 にできます。API Gateway が利用可能なすべてのリージョン
のリストについては、「リージョンとエンドポイント」を参照してください。

REST API OpenAPI 定義を YAML でダウンロードする
OpenAPI 定義を YAML 形式にして REST API をエクスポートおよびダウンロードするには、以下のよう
にします。
OpenAPI 3.0

GET /restapis/<restapi_id>/stages/<stage_name>/exports/oas30
Host: apigateway.<region>.amazonaws.com
Accept: application/yaml

OpenAPI 2.0

GET /restapis/<restapi_id>/stages/<stage_name>/exports/swagger
Host: apigateway.<region>.amazonaws.com
Accept: application/yaml

Postman 拡張機能を使用して REST API OpenAPI 定義を JSON でダウンロード
する
Postman を使用して OpenAPI 定義を JSON 形式にして REST API をエクスポートおよびダウンロードす
るには、以下のようにします。
OpenAPI 3.0

GET /restapis/<restapi_id>/stages/<stage_name>/exports/oas30?extensions=postman
Host: apigateway.<region>.amazonaws.com
Accept: application/json
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OpenAPI 2.0

GET /restapis/<restapi_id>/stages/<stage_name>/exports/swagger?extensions=postman
Host: apigateway.<region>.amazonaws.com
Accept: application/json

API Gateway 統合を使用して REST API OpenAPI 定義ファイルを YAML でダウ
ンロードする
OpenAPI 定義を YAML 形式にして API Gateway 統合を使用して REST API をエクスポートおよびダウン
ロードするには、以下のようにします。
OpenAPI 3.0

GET /restapis/<restapi_id>/stages/<stage_name>/exports/oas30?extensions=integrations
Host: apigateway.<region>.amazonaws.com
Accept: application/yaml

OpenAPI 2.0

GET /restapis/<restapi_id>/stages/<stage_name>/exports/swagger?extensions=integrations
Host: apigateway.<region>.amazonaws.com
Accept: application/yaml

API Gateway コンソールを使用して REST API をエクスポートする
REST API をステージにデプロイ (p. 450)したら、次に API Gateway コンソールを使用してステージ内
の API を OpenAPI ファイルにエクスポートすることができます。
API Gateway コンソールの [stage configuration] (ステージ設定ページ) で [Export] (エクスポート) タ
ブを選択し、利用可能なオプション ([Export as OpenAPI] (OpenAPI としてエクスポート)、[Export as
OpenAPI + API Gateway Integrations] (OpenAPI + API Gateway 統合としてエクスポート)、および [Export
as Postman] (Postman としてエクスポート)) のいずれかを選択して、API の OpenAPI 定義をダウンロー
ドします。
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ユーザーが呼び出せるように REST API を公開する
API Gateway API を作成して開発するだけでは、ユーザーが自動的に呼び出せるようにはなりません。呼
び出し可能にするには、API をステージにデプロイする必要があります。さらに、ユーザーが API にアク
セスするために使用する URL をカスタマイズすることもできます。ブランドと一致するドメインや、API
のデフォルト URL よりも記憶に残るドメインを指定できます。
このセクションでは、API をデプロイし、アクセスするためにユーザーに提供する URL をカスタマイズす
る方法を説明しています。
トピック
• Amazon API Gateway での REST API のデプロイ (p. 448)
• REST API のカスタムドメイン名を設定する (p. 478)

Amazon API Gateway での REST API のデプロイ
API を作成したら、この API をデプロイしてユーザーが呼び出せるようにする必要があります。
API をデプロイするには、API デプロイを作成し、それを ステージに関連付けます。ステージは、API の
ライフサイクル状態への論理的なリファレンスです (例:dev 、prod、beta、v2) 。API ステージは API
ID とステージ名によって識別されます。これらは、API を呼び出すために使用する URL に含まれていま
す。各ステージは、API のデプロイの名前付きリファレンスで、クライアントアプリケーションから呼び
出すことができます。

Important
API を更新するたびに、API を既存のステージまたは新しいステージに再デプロイする必要があ
ります。API の更新には、ルート、メソッド、統合、オーソライザー、ステージ設定以外の変更
が含まれます。
API が進化するにつれて、API の異なるバージョンとしてさまざまなステージにデプロイし続けることが
できます。API アップデートは、Canary リリースデプロイ (p. 466)としてデプロイすることもできま
す。これにより、API クライアントは、同じステージで、プロダクションリリースからプロダクション
バージョン、および Canary リリースから更新されたバージョンにアクセスできます。
デプロイされた API を呼び出すために、クライアントは API の URL に対してリクエストを送信しま
す。URL は、API のプロトコル (HTTP(S) または (WSS))、ホスト名、ステージ名、および (REST API の
場合) リソースパスによって決定されます。ホスト名とステージ名によって、API のベース URL が決まり
ます。
API のデフォルトドメイン名を使用すると、特定のステージ ({stageName}) の REST API のベース URL
(たとえば) は、次の形式になります。
https://{restapi-id}.execute-api.{region}.amazonaws.com/{stageName}

API のデフォルトのベース URL をよりユーザーフレンドリなものにするには、カスタムドメイン名 (たと
えば、api.example.com) を作成し、API のデフォルトのホスト名と置き換えることができます。カスタ
ムドメイン名で複数の API をサポートするには、API ステージをベースパスにマッピングする必要があり
ます。
{api.example.com} のカスタムドメイン名と API ステージがカスタムドメイン名の下の ({basePath})
ベースパスにマップされると、REST API のベース URL は次のようになります。
https://{api.example.com}/{basePath}
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ステージごとに、アカウントレベルのデフォルトのリクエストスロットリング制限を調整し、API キャッ
シュを有効にすることで、API のパフォーマンスを最適化できます。また、API コールのログを CloudTrail
や CloudWatch に記録し、バックエンドで API リクエストを認証するためのクライエント証明書を選択す
ることもできます。さらに、ランタイムに、ステージ固有の環境コンテキストを API 統合に渡すために、
個々のメソッドのステージレベル設定を上書きし、ステージ変数を定義することができます。
ステージを使用すると、API の堅牢なバージョン管理が可能になります。たとえば、API を test ステー
ジと、prod ステージにデプロイし、test ステージをテストビルドとして使用し、prod ステージを安定
したビルドとして使用できます。更新がテストに合格したら、test ステージを prod ステージに昇格さ
せることができます。昇格は、API を prod 本稼働ステージに再デプロイするか、ステージ変数値を test
ステージ名から prod のステージ変数 (p. 451)に更新することによって行うことができます。
このセクションでは、API Gateway コンソールを使用するか、API Gateway REST API を呼び出して API
をデプロイする方法について説明します。他のツールを使用するには、AWS CLI または AWS SDK のド
キュメントを参照してください。
トピック
• API Gateway で REST API をデプロイします。 (p. 449)
• REST API のステージのセットアップ (p. 451)
• API Gateway の Canary リリースデプロイの設定 (p. 466)
• 再デプロイが必要な REST API の更新 (p. 476)

API Gateway で REST API をデプロイします。
API Gateway では、REST API のデプロイは Deployment リソースにより表現されます。これは、RestApi
リソースによって表される API の実行可能ファイルと似ています。
クライアントが API を呼び出すには、デプロイを作成してステージを関連付ける必要があります。ステー
ジは、Stage リソースによって表されます。これは、メソッド、統合、モデル、マッピングテンプレー
ト、Lambda オーソライザー (以前のカスタムオーソライザー) を含む API のスナップショットを表しま
す。API を更新すると、新しいステージを既存のステージに関連付けることによって API を再デプロイで
きます。ステージの作成については、the section called “ステージのセットアップ” (p. 451) で説明されて
います。
トピック
• AWS CLI を使用してデプロイを作成する (p. 449)
• API Gateway コンソールから REST API をデプロイする (p. 450)

AWS CLI を使用してデプロイを作成する
デプロイを作成するときは、Deployment リソースをインスタンス化します。API Gateway コンソー
ル、AWS CLI、AWS SDK、または API Gateway REST API を使用して、デプロイを作成できます。
CLI を使用してデプロイを作成するには、create-deployment コマンドを使用します。
aws apigateway create-deployment --rest-api-id <rest-api-id> --region <region>

このデプロイをステージに関連付けるまで、API は呼び出し可能ではありません。既存のステージでは、
ステージの deploymentId プロパティを新しく作成されたデプロイ ID (<deployment-id>) で更新する
ことで実行できます。
aws apigateway update-stage --region <region> \
--rest-api-id <rest-api-id> \
--stage-name <stage-name> \
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--patch-operations op='replace',path='/deploymentId',value='<deployment-id>'

初めて API をデプロイする場合は、ステージの作成とデプロイの作成を同時に行うことができます。
aws apigateway create-deployment --region <region> \
--rest-api-id <rest-api-id> \
--stage-name <stage-name>

これは、初めて API をデプロイするとき、または API を新しいステージに再デプロイするときに、API
Gateway コンソールの背後で行われる処理です。

API Gateway コンソールから REST API をデプロイする
REST API は、初めてデプロイする前に作成済みであることが必要です。詳細については、「Amazon API
Gateway での REST API の作成 (p. 192)」を参照してください。
トピック
• REST API をステージにデプロイする (p. 450)
• REST API をステージに再デプロイする (p. 450)
• REST API デプロイのステージ設定を更新する (p. 450)
• REST API デプロイのステージ変数を設定する (p. 451)
• ステージを別の REST API デプロイと関連付ける (p. 451)

REST API をステージにデプロイする
API Gateway コンソールでは、デプロイを作成して新規または既存のステージに関連付けることで API を
デプロイできます。

Note
API Gateway のステージを異なるデプロイに関連付けるには、代わりに「ステージを別の REST
API デプロイと関連付ける (p. 451)」を参照してください。
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

[API] ナビゲーションペインで、デプロイする API を選択します。

3.

[リソース] ナビゲーションペインで、[アクション] を選択します。

4.

[アクション] ドロップダウンメニューから [API のデプロイ] を選択します。

5.

[API のデプロイ] ダイアログで、[デプロイされるステージ] ドロップダウンリストからエントリを選択
します。

6.

[新しいステージ] を選択し、[ステージ名] に名前を入力します。必要に応じて、[ステージの説明] と
[デプロイメントの説明] にステージとデプロイの説明を入力します。既存のステージを選択した場合
は、[デプロイメントの説明] に新しいデプロイの説明を入力することもできます。

7.

[デプロイ] を選択して、デフォルトのステージ設定で指定のステージに API をデプロイします。

REST API をステージに再デプロイする
API を再デプロイするには、「the section called “REST API をステージにデプロイする” (p. 450)」と同
じ手順を実行します。同じステージを必要に応じて何度でも再利用することができます。

REST API デプロイのステージ設定を更新する
API のデプロイ後に、ステージ設定を変更して API キャッシュ、ログ記録、またはリクエストのスロット
リングを有効または無効にすることができます。また、バックエンドで API Gateway を検証するためのク
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ライアント証明書を選択したり、ランタイム時に API 統合にデプロイコンテキストを渡すようにステージ
変数を設定したりすることもできます。詳細については、「ステージ設定の更新 (p. 452)」を参照してく
ださい。

Important
ステージ設定を変更したら、変更を有効にするために API を再デプロイする必要があります。

Note
ログ記録の有効化など、更新した設定が新しい IAM ロールを必要とする場合、API を再デプロイ
せずに必要な IAM ロールを追加できます。ただし新しい IAM ロールが有効になるまでには、数分
かかる場合があります。有効になるまでは、ログ作成オプションを有効にしていたとしても、API
呼び出しのトレースは記録されません。

REST API デプロイのステージ変数を設定する
デプロイで、ランタイムに API 統合に対してデプロイ固有のデータを渡すようにステージ変数を設定また
は変更できます。この操作は、[ステージエディター] の [ステージ変数] タブで行うことができます。詳細
については、「REST API デプロイのステージ変数のセットアップ (p. 458)」の手順を参照してくださ
い。

ステージを別の REST API デプロイと関連付ける
デプロイは API スナップショットを表し、ステージはスナップショットへのパスを定義するため、別のデ
プロイとステージの組み合わせを選択して、ユーザーが API の異なるバージョンを呼び出す方法を制御
できます。これは、API のステージを前のデプロイにロールバックしたり、API の「プライベートブラン
チ」をパブリックブランチにマージしたりする場合に役立ちます。
次の手順では、この操作を API Gateway コンソールの [Stage Editor (ステージエディター)] を使用して行
う方法について説明します。以下では、API を複数回デプロイした経験があることを前提としています。
1.

まだ [ステージエディター] を開いていない場合は、[API] メインナビゲーションペインで、API の [ス
テージ] オプションからデプロイを更新するステージを選択します。

2.

[デプロイ履歴] タブで、ステージに使用するデプロイの横にあるオプションボタンを選択します。

3.

[デプロイの変更] を選択します。

REST API のステージのセットアップ
ステージは、デプロイに対する名前付きのリファレンスで、API のスナップショットです。Stage (ステー
ジ)を使用して、特定のデプロイを管理および最適化します。たとえば、ステージ設定を設定して、キャッ
シングを有効にしたり、リクエストスロットリングをカスタマイズしたり、ログ記録を設定したり、ス
テージ変数を定義したり、テストのために Canary リリースをアタッチしたりすることができます。
トピック
• API Gateway コンソールを使用したステージのセットアップ (p. 451)
• API Gateway で API ステージのタグをセットアップする (p. 456)
• REST API デプロイのステージ変数のセットアップ (p. 458)

API Gateway コンソールを使用したステージのセットアップ
トピック
• 新しいステージを作成する (p. 452)
• ステージ設定の更新 (p. 452)
• ステージを削除する (p. 455)
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新しいステージを作成する
最初のデプロイ後に、さらにステージを追加して既存のデプロイに関連付けることができます。API
Gateway コンソールを使用して新しいステージを作成して使用するか、API をデプロイするときに既存の
ステージを選択できます。通常は、API を再デプロイする前に、API デプロイに新しいステージを追加で
きます。API Gateway コンソールを使用して新しいステージを作成するには、次の手順に従います。
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

[API] ナビゲーションペインで、API の下の [ステージ] を選択します。

3.

[ステージ] ナビゲーションペインから、[作成] を選択します。

4.

[Create Stage (ステージの作成)] で、[Stage name (ステージ名)] に prod などのステージ名を入力し
ます。

Note
ステージ名には、英数字、ハイフン、およびアンダースコアのみ含めることができます。最
大長は 128 文字です。
5.

オプションで、[Stage description (ステージの説明)] にステージの説明を入力します。

6.

[Deployment (デプロイメント)] ドロップダウンリストで、このステージに関連付ける既存の API デプ
ロイの日付と時刻を選択します。

7.

[Create] を選択します。

ステージ設定の更新
API が正常にデプロイされると、ステージにデフォルト設定が入力されます。API キャッシュやログ記録
などのステージ設定は、コンソールまたは API Gateway REST API を使用して変更できます。以下のス
テップでは、API Gateway コンソールの [Stage Editor (ステージエディター)] を使用してその方法を示し
ます。

API Gateway コンソールを使用したステージ設定の更新
これらのステップでは、すでに API をステージにデプロイしていることを前提としています。
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

[API] ペインで、API を選択し、[ステージ] を選択します。

3.

[ステージ] ペインで、ステージの名前を選択します。

4.

[ステージエディター] ペインで、[設定] タブを選択します。

5.

ステージの API キャッシュを有効にするには、[キャッシュ設定] セクションの [API キャッシュを有
効化] オプションを選択します。次に、[キャッシュキャパシティー]、[キャッシュデータを暗号化す
る]、[キャッシュ有効期限 (TTL)] の適切なオプションと関連値を選択し、キーごとのキャッシュの無
効化の要件を選択します。
ステージレベルのキャッシュ設定の詳細については、「API キャッシュを有効にして応答性を強化す
る (p. 500)」を参照してください。

Important
API ステージの API キャッシュを有効にすると、AWS アカウントに対して API キャッシュ
の使用料金が発生することがあります。キャッシュは AWS 無料利用枠の対象ではありませ
ん。

Tip
また、個別のメソッドに対してステージレベルのキャッシュ設定を上書きすることができま
す。これを行うには、[ステージ] セカンダリナビゲーションペインでステージを展開し、メ
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ソッドを選択します。次に、[ステージエディター] に戻り、[設定] の [このメソッドの上書き]
オプションを選択します。[キャッシュ設定] エリアで、[メソッドキャッシュの有効化] を設定
またはオフにするか、その他の必要なオプションをカスタマイズできます。メソッドレベル
のキャッシュ設定の詳細については、「」を参照してくださいAPI キャッシュを有効にして
応答性を強化する (p. 500)
6.

この API Gateway API のこのステージに関連付けられているすべてのメソッドで Amazon
CloudWatch Logs を有効にするには、以下の手順を実行します。
a.

[CloudWatch Settings (CloudWatch 設定)] セクションで、[Enable CloudWatch Logs (CloudWatch
ログを有効化)] オプションを選択します。

Tip
メソッドレベルの CloudWatch 設定を有効にするには、[Stages (ステージ)] のセカンダ
リナビゲーションペインの下でステージを展開し、対象の各メソッドを選択します。ス
テージエディターに戻り、[設定] の [このメソッドの上書き] オプションを選択します。
[CloudWatch Settings (CloudWatch 設定)] 領域で、[Save Changes (変更の保存)] を選択
する前に、[Log to CloudWatch Logs (CloudWatch Logs に記録)] およびその他の必要な
オプションを選択してください。

Important
アカウントではメソッドレベルの CloudWatch メトリクスへのアクセスに対して課金さ
れますが、API レベルまたはステージレベルのメトリクスでは課金されません。
b.

[Log level] (ログレベル) で、エラーレベルのエントリのみを CloudWatch Logs に書き込むように
するには [ERROR] を選択し、すべての [ERROR] イベントとその他の情報イベントを含めるには
[INFO] を選択します。

c.

API コールのリクエストとレスポンスのすべての情報を記録するには、[リクエスト/レスポンス
データをすべてログ] を選択します。[Log full requests/responses data] (リクエスト/レスポンス
データをすべてログ) オプションが選択されていなければ、機密データは記録されません。

Important
ログを [ERROR] に設定してから、[Log full requests/responses data (リクエスト/レスポ
ンスデータをすべてログ)] を選択すると、すべてのリクエストが詳細にログに記録され
ます。これは意図した動作です。
d.

API Gateway が API calls、Latency、Integration latency、400 errors、および 500
errors の API メトリクスを CloudWatch にレポートするようにするには、[Enable Detailed
CloudWatch Metrics] (詳細 CloudWatch メトリクスを有効化) オプションを選択します。Amazon
CloudWatch の詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドを参照してください。

e.

[Save Changes] を選択します。新しい設定は、新しいデプロイの後に有効になります。

Important
すべてのメソッドまたは一部のメソッドで CloudWatch Logs を有効にするには、IAM
ユーザーの代わりに API Gateway が CloudWatch Logs に情報を書き込むことを可能に
する IAM ロールの ARN も指定する必要があります。そのためには、[API] メインナビ
ゲーションペインから [設定] を選択します。次に、CloudWatch ログロールの ARN テキ
ストフィールドに IAM ロールの ARN を入力します。
一般的なアプリケーションのシナリオでは、IAM ロールは次のアクセスポリシーステー
トメントを含む AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs のマネージドポリシー
をアタッチできます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
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"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:PutLogEvents",
"logs:GetLogEvents",
"logs:FilterLogEvents"

}

]

}

],
"Resource": "*"

IAM ロールには、以下の信頼関係ステートメントも含まれている必要があります。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "apigateway.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

Amazon CloudWatch の詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドを参照し
てください。
7.

Kinesis Data Firehose の配信ストリームへのアクセスログを有効にするには、次の手順を実行しま
す。
a.

[カスタムアクセスのログ記録] の [アクセスログの作成の有効化] を選択します。

b.

[Access Log Destination ARN (アクセスログの宛先 ARN)] に、Kinesis Data Firehose 配信ス
トリームの ARN を入力します。ARN 形式は arn:aws:firehose:{region}:{accountid}:deliverystream/amazon-apigateway-{your-delivery-stream-name} です。

Note
Kinesis Data Firehose の配信ストリームの名前は、amazon-apigateway-{yourdelivery-stream-name} にする必要があります。

8.

c.

[ログの形式] にログの形式を入力します。提供された例の 1 つをガイドとして使用するには、
[CLF]、[JSON]、[XML]、[CSV] のいずれかを選択します。

d.

[Save Changes] を選択します。

この API に関連付けられたすべてのメソッドに対してステージレベルのスロットリング目標を設定す
るには、[Default Method Throttling] (デフォルトのメソッドスロットリング) セクションで次の操作を
行います。

Note
スロットリングレートはハードリミットではなく、ベストエフォートベースで適用されま
す。場合によっては、クライアントは設定されている目標を超えることがあります。コス
トの管理や API へのアクセスのブロックを行う際にスロットリングに依存しないでくださ
い。AWS Budgets を使用してコストをモニタリングすること、および AWS WAF を使用し
て API リクエストを管理することを検討してください。
a.

[スロットリングを有効にする] を選択します。
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9.

b.

[Rate] (レート) に目標レートを入力します。このステージレベルのレートは、アカウントレベ
ル (p. 630)のレート (REST API の設定および実行に関する API Gateway クォータ (p. 844) で
指定) を超えないものとします。

c.

[Burst] (バースト) に目標バーストレートを入力します。これにより、目標レートよりも多くの
リクエストが一定の期間にわたって許可されます。このステージレベルのバーストレートは、ア
カウントレベル (p. 630)のバーストレート (REST API の設定および実行に関する API Gateway
クォータ (p. 844) で指定) を超えないものとします。

メソッド別のステージレベルのスロットリング目標を設定するには、[Stages (ステージ)] セカンダリ
ナビゲーションペインでステージを展開し、メソッドを選択して、[Settings (設定)] の [Override for
this method (このメソッドのオーバーライド)] を選択します。[Method Throttling (メソッドスロット
リング)] セクションで、適切なオプションを選択します。スロットリングの詳細については、「the
section called “Throttling” (p. 629)」を参照してください。

10. AWS WAF ウェブ ACL をステージに関連付けるには、[ウェブ ACL] ドロップダウンリストからウェブ
ACL を選択します。

Note
必要に応じて、[Create Web ACL] (ウェブ ACL を作成する) を選択して新しいブラウザタブ
で AWS WAF コンソールを開き、ウェブ ACL を作成してから、API Gateway コンソールに
戻ってウェブ ACL をステージに関連付けます。
11. 必要に応じて、[Block API Request if WebACL cannot be evaluated (Fail- Close) (WebACL を評価でき
ない場合は API リクエストをブロックする (フェイルクローズ))] を選択します。
12. API ステージの AWS X-Ray トレースを有効にするには:
a.

[ステージエディター] ペインで、[ログ/トレース] タブを選択します。

b.

X-Ray トレースを有効にするには、[X-Ray Tracing (X-Ray トレース)] の [Enable X-Ray Tracing
(X-Ray トレースの有効化)] を選択します。

c.

X-Ray コンソールでサンプリングルールを設定するには、[Set X-Ray Sampling Rules (X-Ray サ
ンプリングルールの設定)] を選択します。

d.

必要に応じて、[Set X-Ray Sampling Rules (X-Ray サンプリングルールの設定)] を選択して XRay コンソールに移動し、サンプリングルールを設定します。

詳細については、「X-Ray を使用した REST API へのユーザーリクエストのトレース (p. 648)」を
参照してください。
13. [Save Changes] を選択します。新しい設定は、API をステージに再デプロイした後に有効になりま
す。

ステージを削除する
ステージが不要になったら、それを削除して未使用のリソースに対する請求を避けることができます。次
の手順は、API Gateway コンソールを使用してステージを削除する方法を示しています。

Warning
ステージを削除すると、対応する API の一部または全部を API 発信者が使用できなくなる場合が
あります。ステージの削除は元に戻すことができません。ただし、ステージを再作成して同じデ
プロイに関連付けることができます。

API Gateway コンソールを使用したステージの削除
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

REST API を選択します。

3.

[ステージ] を選択します。
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4.

[ステージ] ペインで、削除するステージを選択してから [ステージの削除] を選択します。

5.

メッセージが表示されたら、[Delete (削除)] を選択します。

API Gateway で API ステージのタグをセットアップする
API Gateway では、API ステージにタグを追加したり、ステージからタグを削除したり、タグを表示
したりすることができます。これを行うには、API Gateway コンソール、AWS CLI/SDK、または API
Gateway REST API を使用できます。
ステージは、その親 REST API からタグを継承することもできます。詳細については、「the section
called “Amazon API Gateway V1 API でのタグの継承” (p. 835)」を参照してください。
API Gateway リソースのタグ付けの詳細については、「タグ付け (p. 834)」を参照してください。
トピック
• API Gateway コンソールを使用した API ステージのタグのセットアップ (p. 456)
• API Gateway REST API を使用した API ステージのタグのセットアップ (p. 456)

API Gateway コンソールを使用した API ステージのタグのセットアップ
次の手順では、API ステージのタグを設定する方法を説明します。

API Gateway コンソールを使用して API ステージのタグを設定するには
1.

[API Gateway コンソール] にサインインします。

2.

既存の API を選択するか、リソース、メソッド、および対応する統合を含む新しい API を作成しま
す。

3.

ステージを選択するか、新しいステージに API をデプロイします。

4.

[Stage Editor (ステージエディタ)] で、[Configure Tags (タグの設定)] ボタンを選択します。

5.

[タグエディター] で、[新しいタグの追加] を選択します。[Key] (キー) フィールドにタグキー
(Department など) を入力し、[Value] (値) フィールドにタグ値 (Sales など) を入力します。チェッ
クマークアイコンを選択してタグを保存します。

6.

必要に応じて、ステップ 5 を繰り返して API ステージにさらにタグを追加します。ステージあたりの
タグの最大数は 50 です。

7.

既存のステージからタグを削除するには、タグの横にあるごみ箱アイコンを選択します。

8.

[変更の保存] を選択して、ステージのタグの設定を終了します。
API が API Gateway コンソールで既にデプロイされているという場合は、それを再度デプロイして変
更を有効にする必要があります。

API Gateway REST API を使用した API ステージのタグのセットアップ
API Gateway REST API を使用して API ステージのタグを設定するには、次のいずれかの操作を行いま
す。
• API ステージにタグ付けするには tags:tag を呼び出します。
• API ステージから 1 つまたは複数のタグを削除するには tags:untag を呼び出します。
• 作成する API ステージに 1 つまたは複数のタグを追加するには stage:create を呼び出します。
また、API ステージでタグを記述するには tags:get を呼び出します。
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API ステージのタグ付け
ステージ (m5zr3vnks7) に API (test) をデプロイした後は、tags:tag を呼び出すことで、ステージを
タグ付けします。必須のステージである Amazon リソースネーム (ARN) (arn:aws:apigateway:useast-1::/restapis/m5zr3vnks7/stages/test) は URL エンコードされている必要があります (arn
%3Aaws%3Aapigateway%3Aus-east-1%3A%3A%2Frestapis%2Fm5zr3vnks7%2Fstages%2Ftest)。
PUT /tags/arn%3Aaws%3Aapigateway%3Aus-east-1%3A%3A%2Frestapis%2Fm5zr3vnks7%2Fstages%2Ftest
{

}

"tags" : {
"Department" : "Sales"
}

前回のリクエストを使用して既存のタグを新しい値で更新することもできます。
stage:create を呼び出してステージを作成するときに、ステージにタグ付けできます。
POST /restapis/<restapi_id>/stages
{

}

"stageName" : "test",
"deploymentId" : "adr134",
"description" : "test deployment",
"cacheClusterEnabled" : "true",
"cacheClusterSize" : "500",
"variables" : {
"sv1" : "val1"
},
"documentationVersion" : "test",
"tags" : {
"Department" : "Sales",
"Division" : "Retail"
}

API ステージのタグ解除
ステージから Department タグを削除するには、tags:untag を呼び出します。
DELETE /tags/arn%3Aaws%3Aapigateway%3Aus-east-1%3A%3A%2Frestapis%2Fm5zr3vnks7%2Fstages
%2Ftest?tagKeys=Department
Host: apigateway.us-east-1.amazonaws.com
Authorization: ...

複数のタグを削除するには、クエリ式でタグキーのカンマ区切りのリストを使用します (例: ?
tagKeys=Department,Division,…)。

API ステージのタグを説明する
特定のステージで既存のタグを記述するには、tags:get を呼び出します。
GET /tags/arn%3Aaws%3Aapigateway%3Aus-east-1%3A%3A%2Frestapis%2Fm5zr3vnks7%2Fstages%2Ftags
Host: apigateway.us-east-1.amazonaws.com
Authorization: ...

正常に終了すると、レスポンスは以下のようになります。
200 OK
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{

"_links": {
"curies": {
"href": "http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/restapitags-{rel}.html",
"name": "tags",
"templated": true
},
"tags:tag": {
"href": "/tags/arn%3Aaws%3Aapigateway%3Aus-east-1%3A%3A%2Frestapis
%2Fm5zr3vnks7%2Fstages%2Ftags"
},
"tags:untag": {
"href": "/tags/arn%3Aaws%3Aapigateway%3Aus-east-1%3A%3A%2Frestapis
%2Fm5zr3vnks7%2Fstages%2Ftags{?tagKeys}",
"templated": true
}
},
"tags": {
"Department": "Sales"
}
}

REST API デプロイのステージ変数のセットアップ
ステージ変数は、REST API のデプロイステージと関連付けられた設定属性として定義できる名前と値の
ペアです。環境変数と同様に機能し、API のセットアップやマッピングテンプレートで使用できます。
たとえば、ステージ設定でステージ変数を定義し、REST API のメソッド用に、HTTP 統合の URL 文字列
としてその値を設定できます。後で、API のセットアップから関連するステージの変数名を使用して URL
文字列を参照できます。これによって、ステージ変数の値を対応する URL にリセットすることで、各ス
テージで異なるエンドポイントとともに同じ API セットアップを使用することができます。
また、マッピングテンプレートでステージ変数にアクセスしたり、AWS Lambda または HTTP バックエン
ドに設定パラメータを渡したりできます。
マッピングテンプレートの詳細については、「API Gateway マッピングテンプレートとアクセスのログ記
録の変数リファレンス (p. 365)」を参照してください。

Note
ステージ変数は、認証情報などの機密データに使用されることを意図していません。機密データ
を統合に渡すには、AWS Lambda オーソライザーを使用します。Lambda オーソライザーの出力
では、機密データを統合に渡すことができます。詳細については、「the section called “Amazon
API Gateway Lambda オーソライザーからの出力” (p. 262)」を参照してください。

ユースケース
API Gateway のデプロイステージでは、アルファ、ベータ、本番稼働など、各 API 用の複数のリリースス
テージを管理できます。ステージ変数を使用することで、異なるバックエンドのエンドポイントとやり取
りするよう API デプロイステージを設定できます。
たとえば、API は HTTP プロキシとして GET リクエストをバックエンドウェブホスト (http://
example.com など) に渡すことができます。この場合、バックエンドウェブホストはステージ変数で設
定されるため、デベロッパーが本番稼働エンドポイントを呼び出した場合、API Gateway は example.com
を呼び出します。ベータエンドポイントを呼び出す場合、API Gateway は、ベータステージ用にステージ
変数で設定された値を使用し、別のウェブホスト (例: beta.example.com) を呼び出します。同様に、ス
テージ変数を使用して、API で各ステージに別の AWS Lambda 関数名を指定することができます。
また、ステージ変数を使用して、マッピングテンプレートを通じて Lambda 関数に設定パラメータを渡す
こともできます。たとえば、API で複数のステージ用に同じ Lambda 関数を再利用するが、呼び出してい
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るステージによって、関数が別の Amazon DynamoDB テーブルからデータを読み取るようにしたい場合
があります。Lambda 関数のリクエストを生成するマッピングテンプレートで、ステージ変数を使用して
テーブル名を Lambda に渡すことができます。

Examples
ステージ変数を使用して HTTP 統合エンドポイントをカスタマイズするには、最初に指定された名前 (url
など) のステージ変数を設定し、次に値 (example.com など) を割り当てます。次に、メソッド設定から
HTTP プロキシ統合をセットアップします。エンドポイントの URL を入力する代わりに、ステージ変数の
値、http://${stageVariables.url} を使用するように API Gateway に指示できます 。この値によ
り、API が実行中のステージに基づいて、ランタイムにステージ変数 ${} を置き換えるよう API Gateway
が指示されます。
ステージ変数は、認証情報フィールドに Lambda 関数名、AWS サービスプロキシのパス、または AWS
ロール ARN を指定する方法と同様に参照できます。
ステージ変数値として Lambda 関数名を指定する場合は、その Lambda 関数に対するアクセス許可を手
動で設定する必要があります。これを行うには、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用できま
す。
aws lambda add-permission --function-name arn:aws:lambda:XXXXXX:your-lambda-functionname --source-arn arn:aws:execute-api:us-east-1:YOUR_ACCOUNT_ID:api_id/*/HTTP_METHOD/
resource --principal apigateway.amazonaws.com --statement-id apigateway-access --action
lambda:InvokeFunction

次の例は、API メソッドに代わって AWS アカウントの米国西部 (オレゴン) リージョンでホストされてい
る helloWorld という名前の Lambda 関数を呼び出すための API Gateway 許可を割り当てます。
arn arn:aws:execute-api:us-west-2:123123123123:bmmuvptwze/*/GET/hello

AWS CLI を使用する同じコマンドを次に示します。
aws lambda add-permission --function-name arn:aws:lambda:useast-1:123123123123:function:helloWorld --source-arn arn:aws:execute-api:uswest-2:123123123123:bmmuvptwze/*/GET/hello --principal apigateway.amazonaws.com -statement-id apigateway-access --action lambda:InvokeFunction

Amazon API Gateway コンソールを使用したステージ変数の設定
このチュートリアルでは、Amazon API Gateway コンソールを使用してサンプル API の 2 つのデプロイス
テージのステージ変数を設定する方法について説明します。開始する前に、以下の前提条件を満たしてい
ることを確認します。
• API が API Gateway で使用可能であることが必要です。「」の手順に従いますAmazon API Gateway で
の REST API の作成 (p. 192)
• API は少なくとも 1 度はデプロイする必要があります。「」の手順に従いますAmazon API Gateway で
の REST API のデプロイ (p. 448)
• デプロイされた API の最初のステージを作成済みである必要があります。「」の手順に従います新しい
ステージを作成する (p. 452)

API Gateway コンソールを使用してステージ変数を宣言するには
1.
2.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。
まだ行っていない場合は、API を作成し、API のルートリソースで GET メソッドを作成しま
す。HTTP の [エンドポイント URL] 値を "http://${stageVariables.url}" と設定し、[保存] を
選択します。
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3.

[API のデプロイ] を選択します。[新しいステージ] を選択し、[ステージ名] に「beta」と入力しま
す。[デプロイ] を選択します。

4.

[beta Stage Editor (ベータステージエディタ)] パネルで、[Stage Variables (ステージ変数)] タブを選択
し、[Add Stage Variable (ステージ変数の追加)] を選択します。

5.

[名前] 欄に文字列 "url" を入力し、[値] 欄に "httpbin.org/get" を入力します。チェックマークア
イコンを選択して、ステージ変数の設定を保存します。

6.

上記のステップを繰り返し、2 つのステージ変数 version と function を追加します。それらの値
を、それぞれ "v-beta" および "HelloWorld" に設定します。

Note
Lambda 関数をステージ変数の値に設定するときは、関数のローカル名を使用します。エ
イリアスまたはバージョン仕様は、HelloWorld、HelloWorld:1、HelloWorld:alpha
のように含めます。関数の ARN を使用しないでください (例: arn:aws:lambda:useast-1:123456789012:function:HelloWorld)。API Gateway コンソールは、
Lambda 関数のステージ変数値が非修飾関数名であると想定し、指定されたステージ変数を
ARN に展開します。
7.

[ステージ] ナビゲーションペインから、[作成] を選択します。[Stage name (ステージ名)] に prod と
入力します。[デプロイメント] から最近のデプロイを選択し、[作成] を選択します。

8.

beta ステージと同じように、3 つのステージ変数 (url、version、function) をそれぞれ
異なる値 ("petstore-demo-endpoint.execute-api.com/petstore/pets"、"vprod"、"HelloEveryone") に設定します。

Amazon API Gateway のステージ変数の使用
API Gateway ステージ変数を使用して、さまざまな API デプロイステージの HTTP と Lambda バックエン
ドにアクセスできます。ステージ変数を使用して、ステージ固有の設定メタデータをクエリパラメータと
して HTTP バックエンドに渡し、入力マッピングテンプレートで生成されるペイロードとして Lambda 関
数に渡すこともできます。

Prerequisites
2 つの異なる HTTP エンドポイント (2 つの異なる Lambda 関数に割り当てられた url ステージ変数、お
よびステージ固有のメタデータを含む function ステージ変数) に設定された version 変数を持つ 2 つ
のステージを作成する必要があります。「」の手順に従いますAmazon API Gateway コンソールを使用し
たステージ変数の設定 (p. 459)

ステージ変数を使用し、API を通じて HTTP エンドポイントにアクセスする
1.

[ステージ] ナビゲーションペインで、[beta] を選択します。[beta Stage Editor] で、[Invoke URL] リン
クを選択します。これにより、API のルートリソースで beta ステージの GET リクエストが開始され
ます。

Note
[Invoke URL] リンクは、beta ステージの API のルートリソースを指します。リンクを選択し
て URL に移動すると、ルートリソースで beta ステージの GET メソッドが呼び出されます。
ルートリソースそのものではなく子リソースでメソッドが定義されている場合は、[Invoke
URL (URL の呼び出し)] リンクを選択すると、{"message":"Missing Authentication
Token"} エラーレスポンスが返されます。この場合、特定の子リソースの名前を [呼び出し
URL] リンクに追加する必要があります。
2.

3.

beta ステージの GET リクエストから取得するレスポンスを次に示します。また、ブラウザを使用
し、http://httpbin.org/get に移動して結果を確認することもできます。この値は beta ステージの url
変数に割り当てられました。2 つのレスポンスは同一です。
[ステージ] ナビゲーションペインで、[prod] ステージを選択します。[prod Stage Editor] から、[呼び出
し URL] リンクを選択します。これにより、API のルートリソースで prod ステージの GET リクエス
トが開始されます。
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4.

prod ステージの GET リクエストから取得するレスポンスを次に示します。ブラウザを使用し、http://
petstore-demo-endpoint.execute-api.com/petstore/pets に移動して結果を確認できます。この値は
prod ステージの url 変数に割り当てられました。2 つのレスポンスは同一です。

クエリパラメータ式でステージ変数を使用してステージ固有のメタデータを HTTP バックエンド
に渡す
この手順では、クエリパラメータ式でステージ変数値を使用して、ステージ固有のメタデータを HTTP
バックエンドに渡す方法について説明します。「version」で宣言された Amazon API Gateway コンソー
ルを使用したステージ変数の設定 (p. 459) ステージ変数を使用します。
1.

[リソース] ナビゲーションペインで、GET メソッドを選択します。メソッドの URL にクエリ文字列
パラメータを追加するには、[メソッドの実行] で、[メソッドリクエスト] を選択します。パラメータ
名として version を入力します。

2.

[メソッドの実行] で [統合リクエスト] を選択します。[エンドポイント URL] 値を編集し、前に定義し
た URL 値に ?version=${stageVariables.version} を追加します。この場合、この値は url
ステージ値でも表されます。[API のデプロイ] を選択してこれらの変更をデプロイします。

3.

[ステージ] ナビゲーションペインで、[beta] ステージを選択します。[beta Stage Editor] から、現在の
ステージが最新のデプロイであることを確認し、[呼び出し URL] リンクを選択します。

Note
ここでベータステージを使用するのは、(url 変数「http://httpbin.org/get」によって指定され
る) HTTP エンドポイントがクエリパラメータ式を受け取り、レスポンスで args オブジェク
トとしてそれらを返すためです。
4.

レスポンスを次に示します。v-beta ステージ変数に割り当てられた version は、version 引数と
してバックエンドで渡されることに注意してください。

ステージ変数を使用して API 経由で Lambda 関数を呼び出す
この手順では、ステージ変数を使用して API のバックエンドとして Lambda 関数を呼び出す方法につい
て説明します。前に宣言した function ステージ変数を使用します。詳細については、「Amazon API
Gateway コンソールを使用したステージ変数の設定 (p. 459)」を参照してください。
1.

[リソース] ペインで、ルートディレクトリの下に /lambdasv1 子リソースを作成し、子リソースで
GET メソッドを作成します。[Integration type (統合タイプ)] を [Lambda Function (Lambda 関数)] に
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設定し、[Lambda Function (Lambda 関数)] に「${stageVariables.function}」と入力します。
[Save] を選択します。

Tip
[Add Permission to Lambda Function] (Lambda 関数への許可の追加) というプロンプ
トが表示されたら、[OK] をクリックする前にその AWS CLI コマンドをメモします。
新しく作成した各 API メソッドで、function ステージ変数に割り当てられたか、
今後割り当てられる各 Lambda 関数でコマンドを実行する必要があります。たとえ
ば、$stageVariables.function 値が HelloWorld で、まだこの関数にアクセス権限を
追加していない場合は、次の AWS CLI コマンドを実行する必要があります。
aws lambda add-permission --function-name arn:aws:lambda:us-east-1:accountid:function:HelloWorld --source-arn arn:aws:execute-api:us-east-1:accountid:api-id/*/GET/lambdasv1 --principal apigateway.amazonaws.com --statementid statement-id-guid --action lambda:InvokeFunction

これを行わなかった場合、メソッドを呼び出すと 500 Internal Server Error
レスポンスが発生します。必ず、ステージ変数に割り当てられる Lambda 関数で
${stageVariables.function} を置き換えます。

2.

使用できるステージに API をデプロイします。

3.

[ステージ] ナビゲーションペインで、[beta] ステージを選択します。最新のデプロイが beta Stage
Editor にあることを確認します。[Invoke URL] リンクをコピーし、ブラウザのアドレスバーに貼り付
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け、その URL に /lambdasv1 を追加します。これにより、API の LambdaSv1 子リソースの GET メ
ソッドを通じて、基盤となる Lambda 関数が呼び出されます。

Note
HelloWorld Lambda 関数は次のコードを実装します。

exports.handler = function(event, context, callback) {
if (event.version)
callback(null, 'Hello, World! (' + event.version + ')' );
else
callback(null, "Hello, world! (v-unknown)");
};

この実装では、次のレスポンスが発生します。
"Hello, world! (v-unknown)"

ステージ変数を使用してステージ固有のメタデータを Lambda 関数に渡す
この手順では、ステージ変数を使用して、ステージ固有の設定メタデータを Lambda 関数に渡す方法を示
します。POST メソッドと入力マッピングテンプレートを使用して、前に宣言した version ステージ変数
でペイロードを生成します。
1.

[リソース] ペインで、/lambdasv1 子リソースを選択します。子リソースで POST メソッドを作
成し、[Integration type (統合タイプ)] を [Lambda Function (Lambda 関数)] に設定して、[Lambda
Function (Lambda 関数)] に「${stageVariables.function}」と入力します。[Save] を選択しま
す。

Tip
このステップは、GETメソッドの作成に使用したステップに似ています。詳細については、
「ステージ変数を使用して API 経由で Lambda 関数を呼び出す (p. 461)」を参照してくだ
さい。
2.

[/メソッドの実行] ペインで [統合タイプ] を選択します。次の説明にあるように、[Integration Request]
(統合リクエストペイン) で [Mapping Templates] (マッピングテンプレート) を展開し、次に [Add
mapping template] (マッピングテンプレートの追加) を選択して、application/json コンテンツタ
イプ用のテンプレートを追加します。
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Note
マッピングテンプレートでは、ステージ変数を引用符で囲んで参照する必要があります
("$stageVariables.version" または "${stageVariables.version}" のように)。
他の場所では、引用符なしで参照する必要があります (${stageVariables.function} の
ように)。
3.

使用できるステージに API をデプロイします。

4.

[ステージ] ナビゲーションペインで、[beta] を選択します。[beta Stage Editor (ベータステージエディ
タ)] で、現在のステージに最新のデプロイがあることを確認します。[Invoke URL (Invoke URL)] リン
クをコピーし、REST API クライアントの URL 入力フィールドに貼り付けます。次に、その URL に
/lambdasv1 を追加し、基盤となる Lambda 関数に POST リクエストを送信します。

Note
次のレスポンスが返されます。
"Hello, world! (v-beta)"

Amazon API Gateway のステージ変数リファレンス
次のような場合に、API Gateway ステージ変数を使用できます。
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パラメータマッピング式
ステージ変数は、API メソッドのリクエストまたはレスポンスヘッダーパラメータ用のパラメータマッピ
ング式で、一部を置き換えることなく使用できます。次の例では、$ を使用したり、{...} で囲むことな
くステージ変数を参照しています。
• stageVariables.<variable_name>

マッピングテンプレート
ステージ変数は、次の例に示すように、マッピングテンプレートのどこでも使用できます。
• { "name" : "$stageVariables.<variable_name>"}
• { "name" : "${stageVariables.<variable_name>}"}

HTTP 統合 URI
ステージ変数は、次の例に示すように、HTTP 統合 URLの一部として使用できます。
• プロトコルのない完全な URI – http://${stageVariables.<variable_name>}
• 完全なドメイン – http://${stageVariables.<variable_name>}/resource/operation
• サブドメイン – http://${stageVariables.<variable_name>}.example.com/resource/
operation
• パス – http://example.com/${stageVariables.<variable_name>}/bar
• クエリ文字列 – http://example.com/foo?q=${stageVariables.<variable_name>}

AWS 統合 URI
ステージ変数は、次の例に示すように、AWS URI アクションまたはパスコンポーネントの一部として使用
できます。
• arn:aws:apigateway:<region>:<service>:${stageVariables.<variable_name>}

AWS 統合 URI (Lambda 関数)
ステージ変数は、次の例に示すように、 Lambda 関数名またはバージョン/エイリアスの代わりに使用でき
ます。
• arn:aws:apigateway:<region>:lambda:path/2015-03-31/
functions/arn:aws:lambda:<region>:<account_id>:function:
${stageVariables.<function_variable_name>}/invocations
• arn:aws:apigateway:<region>:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:<region>:<account_id>:function:<function_name>:
${stageVariables.<version_variable_name>}/invocations

Note
Lambda 関数にステージ変数を使用するには、関数が API と同じアカウントにある必要がありま
す。ステージ変数は、クロスアカウント Lambda 関数をサポートしていません。

AWS 統合認証情報
ステージ変数は、次の例に示すように、AWS ユーザー/ロールの認証情報 ARN の一部として使用できま
す。
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• arn:aws:iam::<account_id>:${stageVariables.<variable_name>}

API Gateway の Canary リリースデプロイの設定
Canary リリースは、新しいバージョンの API (および他のソフトウェア) をテスト目的でデプロイするソフ
トウェア開発戦略であり、ベースバージョンは同じステージで通常のオペレーション用の本稼働リリース
としてデプロイされたままになります。説明のため、このドキュメントではベースバージョンを本稼働リ
リースとします。これは合理的ですが、テストのために Canary リリースを非本稼働バージョンにも自由
に適用できます。
Canary リリースのデプロイでは、すべての API トラフィックはランダムに区切られて事前に設定された
比率で本稼働リリースと Canary リリースに送られます。通常、Canary リリースは低い割合の API トラ
フィックを受け取り、残りは本稼働リリースが受け取ります。更新された API 機能は、Canary を介し
た API トラフィックのみに認識されます。Canary トラフィックの割合を調整してテストカバレッジやパ
フォーマンスを最適化できます。
Canary トラフィックを低く保ち、選択をランダムにすることにより、どのような時でもほとんどのユー
ザーは新しいバージョンの潜在的なバグに悪影響を受けず、また、常に悪影響を受け続けるユーザーもい
ません。
テストメトリクスが要件を満たしたら、Canary リリースを本稼働リリースに昇格させ、Canary をデプロ
イから無効にします。これにより、本稼働ステージで新機能が使用可能になります。
トピック
• API Gateway での Canary リリースのデプロイ (p. 466)
• Canary リリースのデプロイを作成する (p. 467)
• Canary リリースの更新 (p. 471)
• Canary リリースの昇格 (p. 473)
• Canary リリースを無効にする (p. 475)

API Gateway での Canary リリースのデプロイ
API Gateway で、Canary リリースのデプロイでは、API のベースバージョンの本番稼働リリース用のデプ
ロイステージを使用し、その API のベースバージョンに関連した新しいバージョンの Canary リリースへ
アタッチします。ステージは初期のデプロイと関連付けられ、Canary は後続のデプロイに関連付けられ
ます。最初は、ステージと Canary ポイントの両方が同じ API バージョンを指します。このセクションで
は、ステージと本稼働リリースを同じ意味で使用し、また、Canary と Canary リリースを同じ意味で使用
します。
Canary リリースで API をデプロイするには、Canary 設定を通常のデプロイのステージに追加して
Canary リリースのデプロイを作成します。Canary の設定は基礎となる Canary リリースを表し、ステー
ジはこのデプロイ内の API の本稼働リリースを表します。Canary の設定を追加するには、デプロイス
テージの canarySettings を設定して以下を指定します。
• デプロイ ID。最初はステージで設定されるベースバージョンのデプロイの ID と同じ。
• 0.0 から 100.0 までの間の、Canary リリース用のAPI トラフィックの割合。
• 本番稼働リリースのステージ変数を上書きできるCanary リリースのステージ変数。
• Canary リクエストのステージキャッシュの使用。useStageCache が設定され API キャッシュがステー
ジで有効になっている場合。
Canary リリースが有効にされると、Canary リリースが無効にされて Canary 設定がステージから削除さ
れるまで、デプロイステージは別の非 Canary リリースデプロイに関連付けることができなくなります。
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API 実行のログ作成を有効にすると、Canary リリースはすべての Canary リクエストに生成される独自の
ログとメトリクスを持つようになります。これらは、本番稼働ステージの CloudWatch Logs グループおよ
び Canary 固有の CloudWatch Logs グループにレポートされます。アクセスログ記録も同じです。個別の
Canary 固有のログは新しい API の変更を検証し、変更を受け入れて Canary リリースを本稼働ステージへ
昇格させるか、または、変更を破棄して Canary リリースを本稼働ステージから戻すかを決定するのに役
立ちます。
本稼働ステージの実行ロググループの名前は API-Gateway-Execution-Logs/{rest-apiid}/{stage-name} で、Canary リリースの実行ロググループの名前は API-Gateway-ExecutionLogs/{rest-api-id}/{stage-name}/Canary です。アクセスログの記録には、新しいロググループ
を作成する、または、既存のものを選択する必要があります。Canary リリースのアクセスロググループ名
には、選択されたロググループ名に /Canary サフィックスが付加されます。
Canary リリースはステージキャッシュを使用でき、有効にされると、レスポンスを保存しキャッシュさ
れたエントリを使用して、事前に設定された有効期限 (TTL) 内に次の Canary リクエストへ結果を返しま
す。
Canary リリースのデプロイでは、本稼働リリースと Canary リリースの API は同じバージョンまたは異
なるバージョンに関連付けることができます。異なるバージョンに関連付けられている場合、本稼働と
Canary リクエストへのレスポンスは別々にキャッシュされ、ステージキャッシュは本稼働と Canary リク
エストへ対応する結果を返します。本稼働リリースと Canary リリースが同じデプロイに関連付けられて
いる場合、ステージキャッシュは両方のタイプのリクエストに単一のキャッシュキーを使用し、本稼働リ
リースと Canary リリースからの同じリクエストに同じレスポンスを返します。

Canary リリースのデプロイを作成する
Canary 設定でデプロイ作成オペレーションへの追加の入力として API をデプロイする場合は、Canary リ
リースのデプロイを作成します。
また、Canary 設定をステージに追加する stage:update リクエストを行うことで、既存の非 Canary デ
プロイから Canary リリースのデプロイを作成することもできます。
非 Canary リリースのデプロイを作成する場合、存在しないステージ名を指定できます。指定されたス
テージが存在しない場合、API Gateway がそれを作成します。ただし、Canary リリースのデプロイを作
成する場合は、存在しないステージ名を指定することはできません。エラーが表示され、API Gateway は
Canary リリースのデプロイを作成しません。
API Gateway コンソール、AWS CLI、または AWS SDK を使用して、API Gateway で Canary リリースデ
プロイを作成できます。
トピック
• API Gateway コンソールを使用した Canary デプロイメントの作成 (p. 467)
• AWS CLI を使用して Canary デプロイを作成する (p. 469)

API Gateway コンソールを使用した Canary デプロイメントの作成
API Gateway コンソールを使用して Canary デプロイのリリースを作成するには、以下の手順に従いま
す。

最初の Canary リリースのデプロイを作成するには
1.

[API Gateway コンソール] にサインインします。

2.

既存の API を選択するか、新しい API を作成します。

3.

必要に応じて API を変更するか、または目的の API メソッドと統合をセットアップします。

4.

[アクション] ドロップダウンメニューから [API のデプロイ] を選択します。[API のデプロイ] にある画
面の指示に従って API を新しいステージにデプロイします。
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ここまでで、API を本稼働リリースステージにデプロイしました。次に、ステージの Canary 設定を
編集し、必要に応じて、キャッシュの有効化、ステージ変数の設定、または API 実行またはアクセス
ログの設定を行います。
5.

API キャッシュを有効にするには、[ステージエディタ] の [設定] タブを選択して画面の手順に従いま
す。詳細については、「the section called “キャッシュ設定” (p. 500)」を参照してください。

6.

ステージ変数を設定するには、[ステージエディタ] の [ステージ変数] タブを選択し、画面の手順に
従ってステージ変数を追加または変更します。詳細については、「the section called “ステージ変数の
セットアップ” (p. 458)」を参照してください。

7.

実行またはアクセスログを設定するには、[ステージエディタ] の [ログ] タブを選択して画面の手
順に従います。詳細については、「API Gateway での CloudWatch による REST API のログの設
定 (p. 644)」を参照してください。

8.

[ステージエディタ] で、[Canary] タブを選択し、[Canary の作成] を選択します。

9.

[ステージのリクエストディストリビューション] セクションで、[Percentage of requests to Canary
(Canary へのリクエストの割合)] の横にある鉛筆アイコンを選択して、入力テキストフィールドに数
字 (5.0 など) を入力します。チェックマークアイコンを選択して、設定を保存します。

10. AWS WAF ウェブ ACL をステージに関連付けるには、[ウェブ ACL] ドロップダウンリストからウェブ
ACL を選択します。

Note
必要に応じて、[Create Web ACL] (ウェブ ACL を作成する) を選択して新しいブラウザタブ
で AWS WAF コンソールを開き、ウェブ ACL を作成してから、API Gateway コンソールに
戻ってウェブ ACL をステージに関連付けます。
11. 必要に応じて、[Block API Request if WebACL cannot be evaluated (Fail- Close) (WebACL を評価でき
ない場合は API リクエストをブロックする (フェイルクローズ))] を選択します。
12. 必要に応じて、[Add Stage Variables (ステージ変数の追加)] を選択し、[Canary ステージ変数] セク
ションで追加して既存のステージ変数を上書きするか、または Canary リリースの新しいステージ変
数を追加します。
13. 必要に応じて、[ステージキャッシュの使用を有効化] を選択して Canary リリースのキャッシュを有効
にし、選択を保存します。API キャッシュが有効になるまでは Canary リリースのキャッシュは使用
できません。

Canary リリースがデプロイステージで初期化された後、API を変更して変更をテストできます。更新され
たバージョンとベースバージョンの両方に同じステージからアクセスできるように、同じステージに API
を再デプロイできます。以下のステップでは、その方法について説明します。

最新の API バージョンを Canary にデプロイするには
1.

各 API の更新で、[リソース] リストの横にある [アクション] ドロップダウンメニューから [API のデプ
ロイ] を選択します。

2.

[API のデプロイ] で、[デプロイされるステージ] ドロップダウンリストから現在 Canary が有効なス
テージを選択します。

3.

(オプション) [デプロイメントの説明] に説明を入力します。

4.

[デプロイ] を選択し、最新の API バージョンを Canary リリースにプッシュします。

5.

必要に応じて、最初の Canary リリースのデプロイを作成するには (p. 467) の説明にあるとおり、ス
テージ設定、ログ、または Canary 設定を再設定します。

その結果、Canary リリースは最新バージョンを指し、本稼働リリースは API の最初のバージョンを指
します。[canarySettings] には新しい [deploymentId] 値ができていますが、ステージには引き続き当初の
[deploymentId] があります。内部では、コンソールは [stage:update] を呼び出します。
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AWS CLI を使用して Canary デプロイを作成する
まず、2 つのステージ変数で、Canary なしでベースラインデプロイを作成します。
aws apigateway create-deployment
--variables sv0=val0,sv1=val1
--rest-api-id 4wk1k4onj3
--stage-name prod

このコマンドは、次のような Deployment を結果とする表現を返します。
{
}

"id": "du4ot1",
"createdDate": 1511379050

結果的に生じるデプロイ id により API のスナップショット (またはバージョン) が識別されます。
次に、prod ステージの Canary デプロイを作成します。
aws apigateway create-deployment
--canary-settings '{ \
"percentTraffic":10.5, \
"useStageCache":false, \
"stageVariableOverrides":{ \
"sv1":"val2", \
"sv2":"val3" \
} \
}' \
--rest-api-id 4wk1k4onj3 \
--stage-name prod

指定されたステージ (prod) が存在しない場合、前述のコマンドはエラーを返します。それ以外の場合
は、次のような新しく作成したデプロイリソースの表現を返します。
{
}

"id": "a6rox0",
"createdDate": 1511379433

結果的に生じるデプロイ id により Canary リリースの API のテストバージョンが識別されます。その結
果、関連付けられたステージは Canary が有効になっています。get-stage コマンドを呼び出して、この
ステージの表現を表示できます。次のようになります。
aws apigateway get-stage --rest-api-id 4wk1k4onj3 --stage-name prod

以下に示すのは、コマンドの出力としての Stage の表現です。
{

"stageName": "prod",
"variables": {
"sv0": "val0",
"sv1": "val1"
},
"cacheClusterEnabled": false,
"cacheClusterStatus": "NOT_AVAILABLE",
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}

"deploymentId": "du4ot1",
"lastUpdatedDate": 1511379433,
"createdDate": 1511379050,
"canarySettings": {
"percentTraffic": 10.5,
"deploymentId": "a6rox0",
"useStageCache": false,
"stageVariableOverrides": {
"sv2": "val3",
"sv1": "val2"
}
},
"methodSettings": {}

この例では、ベースバージョンの API は {"sv0":val0", "sv1":val1"} のステージ変数を使用し、
テストバージョンではステージ変数 {"sv1":val2", "sv2":val3"} を使用します。本稼働リリースと
Canary リリースの両方が同じステージ変数 sv1 を使用しますが、それぞれ別の値、val1 および val2 を
それぞれ使用します。ステージ変数 sv0 は本稼働リリースでのみ使用され、ステージ変数 sv2 は Canary
リリースでのみ使用されます。
既存の通常のデプロイから Canary リリースのデプロイを作成するには、Canary が有効になるようにス
テージを更新します。これを示すため、まず通常のデプロイを作成します。
aws apigateway create-deployment \
--variables sv0=val0,sv1=val1 \
--rest-api-id 4wk1k4onj3 \
--stage-name beta

このコマンドは、ベースバージョンのデプロイの表現を返します。
{
}

"id": "cifeiw",
"createdDate": 1511380879

関連付けられたベータステージには Canary 設定がありません。
{

}

"stageName": "beta",
"variables": {
"sv0": "val0",
"sv1": "val1"
},
"cacheClusterEnabled": false,
"cacheClusterStatus": "NOT_AVAILABLE",
"deploymentId": "cifeiw",
"lastUpdatedDate": 1511380879,
"createdDate": 1511380879,
"methodSettings": {}

次に、ステージの Canary をアタッチすることで、新しい Canary リリースのデプロイを作成します。
aws apigateway update-stage \
--patch-operations '[{ \
"op":"replace", \
"path":"/canarySettings/percentTraffic", \
"value":"10.5" \
},{ \
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"op":"replace", \
"path":"/canarySettings/useStageCache", \
"value":"false" \
},{ \
"op":"replace", \
"path":"/canarySettings/stageVariableOverrides/sv1", \
"value":"val2" \
},{ \
"op":"replace", \
"path":"/canarySettings/stageVariableOverrides/sv2", \
"value":"val3" \
}]' \
--rest-api-id 4wk1k4onj3 \
--stage-name beta

更新されたステージの表現は次のようになります。
{

}

"stageName": "beta",
"variables": {
"sv0": "val0",
"sv1": "val1"
},
"cacheClusterEnabled": false,
"cacheClusterStatus": "NOT_AVAILABLE",
"deploymentId": "cifeiw",
"lastUpdatedDate": 1511381930,
"createdDate": 1511380879,
"canarySettings": {
"percentTraffic": 10.5,
"deploymentId": "cifeiw",
"useStageCache": false,
"stageVariableOverrides": {
"sv2": "val3",
"sv1": "val2"
}
},
"methodSettings": {}

既存のバージョンの API で Canary を先ほど有効にしたので、本稼働リリース (Stage) および Canary リ
リース (canarySettings) 両方が同じデプロイ、つまり、同じバージョンの API (deploymentId) を指
します。API を変更して再度このステージにデプロイした後、新しいバージョンは Canary リリースに入
り、ベースバージョンは本稼働リリースに残ります。これは、ステージ進化で明らかになります。Canary
リリースの deploymentId は新しいデプロイ id に更新され、本稼働リリースの deploymentId は変更
されません。

Canary リリースの更新
Canary リリースがデプロイされた後、テストパフォーマンスを最適化するため、Canary トラフィックの
割合を調整したり、ステージキャッシュの使用を有効または無効にしたりするかもしれません。また、実
行コンテキストが更新されたとき、Canary リリースで使用されているステージ変数を変更することもでき
ます。このような更新を行うには、stage:update オペレーションを呼び出すとき canarySettings に新しい
値を入れます。
Canary リリースは、API Gateway コンソール、AWS CLI update-stage コマンド、または AWS SDK を使
用して更新できます。
トピック
• API Gateway コンソールを使用して Canary リリースを更新する (p. 472)
• AWS CLI を使用して Canary リリースを更新する (p. 472)
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API Gateway コンソールを使用して Canary リリースを更新する
API Gateway コンソールを使用してステージで既存の Canary 設定を更新するには、次の操作を行いま
す。
1.

API Gateway コンソールにサインインし、プライマリナビゲーションペインで既存の API を選択しま
す。

2.

API の下にある [ステージ] を選択し、[ステージ] リストの下にある既存のステージを選択して [ステー
ジエディタ] を開きます。
[設定] の [Canary] タブを選択します。

3.
4.

0.0 から 100.0 の間でパーセント数を調整して [Canary に振り分けられたリクエストの割合 (%)] を更
新します。

5.

ステージの値を追加、削除、または変更して [Canary ステージ変数] を更新します。

6.

チェックボックスをオンまたはオフにして [ステージキャッシュの使用を有効化] を更新します。

7.

変更を保存します。

AWS CLI を使用して Canary リリースを更新する
AWS CLI を使用して Canary を更新するには、update-stage コマンドを呼び出します。
Canary のステージキャッシュの使用を有効または無効にするには、次のように update-stage コマンド
を呼び出します。
aws apigateway update-stage
\
--rest-api-id {rest-api-id}
\
--stage-name '{stage-name}'
\
--patch-operations op=replace,path=/canarySettings/useStageCache,value=true

Canary トラフィックの割合を調整するには、update-stage を呼び出し、ステージの /
canarySettings/percentTraffic の値を置き換えます。
aws apigateway update-stage
\
--rest-api-id {rest-api-id}
\
--stage-name '{stage-name}'
\
--patch-operations op=replace,path=/canarySettings/percentTraffic,value=25.0

Canary ステージの変数を追加、置き換え、または削除して Canary ステージの変数を更新するには
aws apigateway update-stage
--rest-api-id {rest-api-id}
--stage-name '{stage-name}'
--patch-operations '[{
"op": "replace",
"path": "/canarySettings/stageVariableOverrides/newVar"
"value": "newVal",
}, {
"op": "replace",
"path": "/canarySettings/stageVariableOverrides/var2"
"value": "val4",
}, {
"op": "remove",
"path": "/canarySettings/stageVariableOverrides/var1"
}]'

\
\
\
\
\

\

\
\
\

\

\
\
\

\

上記のすべてを更新するには、オペレーションを 1 つの patch-operations 値にまとめます。
aws apigateway update-stage

\
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--rest-api-id {rest-api-id}
--stage-name '{stage-name}'
--patch-operations '[{
"op": "replace",
"path": "/canary/percentTraffic",
"value": "20.0"
}, {
"op": "replace",
"path": "/canary/useStageCache",
"value": "true"
}, {
"op": "remove",
"path": "/canarySettings/stageVariableOverrides/var1"
}, {
"op": "replace",
"path": "/canarySettings/stageVariableOverrides/newVar",
"value": "newVal"
}, {
"op": "replace",
"path": "/canarySettings/stageVariableOverrides/val2",
"value": "val4"
}]'

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

Canary リリースの昇格
Canary リリースを昇格させると、本稼働ステージでテスト中の API バージョンを使用可能にできます。
オペレーションには次のタスクが含まれます。
• ステージのデプロイ ID を Canary のデプロイ ID 設定でリセットします。これによりステージの API ス
ナップショットが Canary のスナップショットで更新され、テストバージョンを本稼働リリースにもし
ます。
• Canary のステージ変数でステージ変数を更新する (存在する場合) これによりステージの API 実行コ
ンテキストが Canary のもので更新されます。この更新をしないと、テストバージョンでさまざまなス
テージ変数やさまざまな既存のステージの値を使用している場合、新しい API バージョンで予期しない
結果が生じる場合があります。
• Canary トラフィックの割合を 0.0% に設定します。
Canary リリースが昇格してもステージで Canary は無効になりません。Canary を無効にするには、ス
テージで Canary 設定を削除する必要があります。
トピック
• API Gateway コンソールを使用して Canary リリースを昇格させる (p. 473)
• AWS CLI を使用して Canary リリースを昇格させる (p. 474)

API Gateway コンソールを使用して Canary リリースを昇格させる
API Gateway コンソールを使用して Canary リリースのデプロイを昇格させるには、以下を実行します。
1.

API Gateway コンソールにサインインし、プライマリナビゲーションペインで既存の API を選択しま
す。

2.

API の下にある [ステージ] を選択し、[ステージ] リストの下にある既存のステージを選択して [ステー
ジエディタ] を開きます。

3.

[設定] の [Canary] タブを選択します。

4.

[Canary の昇格] を選択します。

5.

変更内容を確認し、[更新] を選択します。
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昇格後、本稼働リリースは Canary リリースと同じ API バージョン (deploymentId) を参照します。AWS
CLI を使用してこれを検証できます。例については、「the section called “AWS CLI を使用して Canary リ
リースを昇格させる” (p. 474)」を参照してください。

AWS CLI を使用して Canary リリースを昇格させる
AWS CLI コマンドを使用して Canary リリースを本稼働リリースに昇格させるには、update-stage
コマンドを呼び出して Canary に関連付けられた deploymentId をステージに関連付けられた
deploymentId にコピーし、Canary トラフィックの割合をゼロ (0.0) にリセットして、Canary にバイン
ドされたステージ変数を対応するステージにバインドされた変数にコピーします。
次のようなステージで示された、Canary リリースのデプロイがあるとします。
{

}

"_links": {
...
},
"accessLogSettings": {
...
},
"cacheClusterEnabled": false,
"cacheClusterStatus": "NOT_AVAILABLE",
"canarySettings": {
"deploymentId": "eh1sby",
"useStageCache": false,
"stageVariableOverrides": {
"sv2": "val3",
"sv1": "val2"
},
"percentTraffic": 10.5
},
"createdDate": "2017-11-20T04:42:19Z",
"deploymentId": "nfcn0x",
"lastUpdatedDate": "2017-11-22T00:54:28Z",
"methodSettings": {
...
},
"stageName": "prod",
"variables": {
"sv1": "val1"
}

以下の update-stage リクエストを呼び出して昇格させることができます。
aws apigateway update-stage
--rest-api-id {rest-api-id}
--stage-name '{stage-name}'
--patch-operations '[{
"op": "replace",
"value": "0.0"
"path": "/canarySettings/percentTraffic",
}, {
"op": "copy",
"from": "/canarySettings/stageVariableOverrides",
"path": "/variables",
}, {
"op": "copy",
"from": "/canarySettings/deploymentId",
"path": "/deploymentId"
}]'

昇格後、ステージは次のようになります。
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{

"_links": {
...
},
"accessLogSettings": {
...
},
"cacheClusterEnabled": false,
"cacheClusterStatus": "NOT_AVAILABLE",
"canarySettings": {
"deploymentId": "eh1sby",
"useStageCache": false,
"stageVariableOverrides": {
"sv2": "val3",
"sv1": "val2"
},
"percentTraffic": 0
},
"createdDate": "2017-11-20T04:42:19Z",
"deploymentId": "eh1sby",
"lastUpdatedDate": "2017-11-22T05:29:47Z",
"methodSettings": {
...
},
"stageName": "prod",
"variables": {
"sv2": "val3",
"sv1": "val2"
}

}

ご覧のように、Canary リリースをステージに昇格させても Canary は無効にならず、デプロイは Canary
リリースのデプロイのままになります。通常の本番稼働用デプロイにするには、Canary 設定を無効にする
必要があります。Canary リリースのデプロイを無効にする方法については、「the section called “Canary
リリースを無効にする” (p. 475)」を参照してください。

Canary リリースを無効にする
Canary リリースのデプロイを無効にするには、canarySettings を null に設定しステージから削除しま
す。
API Gateway コンソール、AWS CLI、または AWS SDK を使用して、Canary リリースのデプロイを無効
にすることができます。
トピック
• API Gateway コンソールを使用して Canary リリースを無効にする (p. 475)
• AWS CLI を使用して Canary リリースを無効にする (p. 476)

API Gateway コンソールを使用して Canary リリースを無効にする
API Gateway コンソールを使用して Canary リリースのデプロイを無効にするには、以下のステップを使
用します。
1.

API Gateway コンソールにサインインし、プライマリナビゲーションペインで既存の API を選択しま
す。

2.

API の下にある [ステージ] を選択し、[ステージ] リストの下にある既存のステージを選択して [ステー
ジエディタ] を開きます。

3.

[設定] の [Canary] タブを選択します。
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4.

[Canary の削除] を選択します。

5.

[削除] を選択して Canary を削除することを確認します。

その結果、canarySettings プロパティは null となり、デプロイされるステージから削除されま
す。AWS CLI を使用してこれを検証できます。例については、「the section called “AWS CLI を使用して
Canary リリースを無効にする” (p. 476)」を参照してください。

AWS CLI を使用して Canary リリースを無効にする
AWS CLI を使用して Canary リリースのデプロイを無効にするには、以下のように update-stage コマ
ンドを呼び出します。
aws apigateway update-stage \
--rest-api-id 4wk1k4onj3 \
--stage-name canary \
--patch-operations '[{"op":"remove", "path":"/canarySettings"}]'

レスポンスが成功すると、次のようなペイロードを返します。
{

}

"stageName": "prod",
"accessLogSettings": {
...
},
"cacheClusterEnabled": false,
"cacheClusterStatus": "NOT_AVAILABLE",
"deploymentId": "nfcn0x",
"lastUpdatedDate": 1511309280,
"createdDate": 1511152939,
"methodSettings": {
...
}

出力で示されているように、canarySettings プロパティは、Canary が無効なデプロイのステージには
存在しなくなりました。

再デプロイが必要な REST API の更新
API の管理は、既存の API セットアップを表示、更新、削除することを意味します。API Gateway コン
ソール、AWS CLI、SDK、または API Gateway REST API を使用して、API を維持できます。API の更新
には、特定のリソースプロパティまたは API の構成設定の変更が含まれます。リソースの更新には API の
再デプロイが必要です。設定の更新の場合は必要ありません。
以下の表に更新できる API リソースの詳細を示します。

API の再デプロイを必要とする API リソースの更新
リソース

解説

ApiKey

適用可能なプロパティとサポートされているオペレーションについては、
「apikey:update」を参照してください。更新では API を再デプロイする必要があり
ます。

オーソライザー

適用可能なプロパティとサポートされているオペレーションについては、
「authorizer:update」を参照してください。更新では API を再デプロイする必要が
あります。
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リソース

解説

DocumentationPart 適用可能なプロパティとサポートされているオペレーションについては、
「documentationpart:update」を参照してください。更新では API を再デプロイす
る必要があります。
DocumentationVersion
適用可能なプロパティとサポートされているオペレーションについては、
「documentationversion:update」を参照してください。更新では API を再デプロイ
する必要があります。
GatewayResponse 適用可能なプロパティとサポートされているオペレーションについては、
「gatewayresponse:update」を参照してください。更新では API を再デプロイする
必要があります。
Integration

適用可能なプロパティとサポートされているオペレーションについては、
「integration:update」を参照してください。更新では API を再デプロイする必要が
あります。

IntegrationResponse適用可能なプロパティとサポートされているオペレーションについては、
「integrationresponse:update」を参照してください。更新では API を再デプロイす
る必要があります。
方法

適用可能なプロパティとサポートされているオペレーションについては、
「method:update」を参照してください。更新では API を再デプロイする必要があ
ります。

MethodResponse

適用可能なプロパティとサポートされているオペレーションについては、
「methodresponse:update」を参照してください。更新では API を再デプロイする
必要があります。

[Model] (モデル)

適用可能なプロパティとサポートされているオペレーションについては、
「model:update」を参照してください。更新では API を再デプロイする必要があり
ます。

RequestValidator

適用可能なプロパティとサポートされているオペレーションについては、
「requestvalidator:update」を参照してください。更新では API を再デプロイする必
要があります。

[Resource] (リ
ソース)

適用可能なプロパティとサポートされているオペレーションについては、
「resource:update」を参照してください。更新では API を再デプロイする必要があ
ります。

RestApi 数

適用可能なプロパティとサポートされているオペレーションについては、
「restapi:update」を参照してください。更新では API を再デプロイする必要があり
ます。

VpcLink

適用可能なプロパティとサポートされているオペレーションについては、
「vpclink:update」を参照してください。更新では API を再デプロイする必要があり
ます。

以下の表に更新できる API 設定の詳細を示します。

API の再デプロイを必要としない API 設定の更新
設定

解説

アカウント

適用可能なプロパティとサポートされているオペレーションについては、
「account:update」を参照してください。更新では API を再デプロイする必要はあ
りません。
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設定

解説

デプロイメント

適用可能なプロパティとサポートされているオペレーションについては、
「deployment:update」を参照してください。

DomainName

適用可能なプロパティとサポートされているオペレーションについては、
「domainname:update」を参照してください。更新では API を再デプロイする必要
はありません。

BasePathMapping 適用可能なプロパティとサポートされているオペレーションについては、
「basepathmapping:update」を参照してください。更新では API を再デプロイする
必要はありません。
ステージ

適用可能なプロパティとサポートされているオペレーションについては、
「stage:update」を参照してください。更新では API を再デプロイする必要はあり
ません。

使用方法

適用可能なプロパティとサポートされているオペレーションについては、
「usage:update」を参照してください。更新では API を再デプロイする必要はあり
ません。

UsagePlan

適用可能なプロパティとサポートされているオペレーションについては、
「usageplan:update」を参照してください。更新では API を再デプロイする必要は
ありません。

REST API のカスタムドメイン名を設定する
カスタムドメイン名は、API ユーザーに提供できる、よりシンプルで直感的な URL です。
API のデプロイ後、お客様 (およびその顧客) は、以下の形式のデフォルトのベース URL を使用して API
を呼び出すことができます。
https://api-id.execute-api.region.amazonaws.com/stage

api-id は API Gateway によって生成され、region (AWS リージョン) は API の作成時に、stage は
API のデプロイ時に、ユーザーが指定します。
URL のホスト名の部分 (つまり api-id.execute-api.region.amazonaws.com) は API エンドポイン
トを参照します。デフォルトの API エンドポイントは再呼び出しが難しく、ユーザーフレンドリではあり
ません。
カスタムドメイン名を使用すると、API のホスト名を設定し、代替パスを API にマッピングするための基
本パス (myservice など) を選択できます。たとえば、API のよりわかりやすい ベース URL は以下のよ
うになります。
https://api.example.com/myservice

カスタムドメイン名でベースマッピングを設定しないと、返される API のベース URL はカスタムドメイ
ンと同じになります (https://api.example.com など)。この場合、カスタムドメイン名は複数の API
をサポートできません。

Note
ただし、リージョン別カスタムドメインは REST API と HTTP API に関連付けることができま
す。API Gateway バージョン 2 API を使用して、REST API のリージョン別カスタムドメイン名
を作成および管理することができます。
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カスタムドメイン名はプライベート API (p. 630) ではサポートされていません。
REST API がサポートする最低限の TLS バージョンを選択できます。REST API には、TLS 1.2
または TLS 1.0 を選択できます。

ドメイン名を登録する
API のカスタムドメイン名を設定するには、登録されたインターネットドメイン名が必要です。必要に応
じて、Amazon Route 53 を使用するか、任意のサードパーティーのドメインレジストラを使用して、イン
ターネットドメインを登録できます。API のカスタムドメイン名は、登録されたインターネットドメイン
のサブドメイン名またはルートドメイン名 (「Zone Apex」など) にすることができます。
カスタムドメイン名が API Gateway で作成されたら、API エンドポイントにマッピングするために DNS
プロバイダーのリソースレコードを作成または更新する必要があります。このマッピングを行わないと、
カスタムドメイン名宛ての API リクエストが API Gateway に届きません。

Note
エッジ最適化カスタムドメイン名は、特定のリージョンで作成され、特定の AWS アカウントに
よって所有されます。このようなカスタムドメイン名のリージョン間または AWS アカウント間
での移動には、既存の CloudFront ディストリビューションの削除と新規作成が含まれます。新し
いカスタムドメイン名が使用できるようになるまで、およそ 30 分かかる場合があります。詳細に
ついては、「CloudFront ディストリビューションの更新」を参照してください。

エッジ最適化カスタムドメイン名
エッジ最適化 API をデプロイすると、API Gateway は Amazon CloudFront ディストリビューションと
DNS レコードを設定し、API ドメイン名を CloudFront ディストリビューションドメイン名にマッピン
グします。API のリクエストは、マッピングされた CloudFront ディストリビューションを介して API
Gateway にルーティングされます。
エッジ最適化 API のカスタムドメイン名を作成すると、API Gateway によって CloudFront ディストリ
ビューションがセットアップされます。ただし、カスタムドメイン名を CloudFront ディストリビューショ
ンドメイン名にマッピングするには、DNS レコードを設定する必要があります。このマッピングは、カス
タムドメイン名宛ての API リクエストに使用され、そのリクエストは、マッピング先の CloudFront ディ
ストリビューションを介して API Gateway にルーティングされます。カスタムドメイン名の証明書を提供
する必要もあります。

Note
API Gateway によって作成された CloudFront ディストリビューションは、API Gateway と提携
しているリージョン固有のアカウントによって所有されています。CloudWatch Logs でこのよ
うな CloudFront ディストリビューションを作成および更新するためのオペレーションをトレー
スするときは、この API Gateway アカウント ID を使用する必要があります。詳細については、
「CloudTrail におけるカスタムドメイン名の作成のログ記録 (p. 489)」を参照してください。
エッジ最適化のカスタムドメイン名を設定したり、その証明書を更新したりするには、CloudFront ディス
トリビューションを更新するためのアクセス許可が必要です。そのためには、次の IAM ポリシーステート
メントをアカウントの IAM ユーザー、グループ、またはロールにアタッチします。
{

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

]

}

],
"Resource": [
"*"
]

API Gateway は、CloudFront ディストリビューションで Server Name Indication (SNI) を利用すること
で、エッジ最適化のカスタムドメイン名をサポートしています。証明書の必須の形式や証明書の最大キー
長など、CloudFront ディストリビューションでのカスタムドメイン名の使用の詳細については、Amazon
CloudFront デベロッパーガイドの「代替ドメイン名と HTTPS の使用」を参照してください。
API のホスト名としてカスタムドメイン名を設定する場合、API 所有者はカスタムドメイン名の SSL/TLS
証明書を提供する必要があります。
エッジ最適化のカスタムドメイン名の証明書を提供するには、AWS Certificate Manager (ACM) にリク
エストして新しい証明書を ACM で生成するか、us-east-1 リージョン (米国東部 (バージニア北部)) で
サードパーティー認証機関から発行された証明書を ACM にインポートできます。

リージョン別カスタムドメイン名
特定のリージョンの API のカスタムドメイン名を作成すると、API Gateway は API のリージョン別ドメイ
ン名を作成します。カスタムドメイン名をリージョン別ドメイン名にマッピングするように、DNS レコー
ドを設定する必要があります。カスタムドメイン名の証明書を提供する必要もあります。

ワイルドカードカスタムドメイン名
ワイルドカードカスタムドメイン名を使用すると、デフォルトのクォータ (p. 841)を超えずにほぼ無
数のドメイン名をサポートできます。たとえば、各お客様に個別のドメイン名を付けることができます
customername.api.example.com。
ワイルドカードカスタムドメイン名を制作するためには、ルートドメインの可能なすべてのサブドメイン
を表すカスタムドメインの最初のサブドメインとして、ワイルドカード (*) を指定します。
たとえば、ワイルドカードカスタムドメイン名として *.example.com を使用する
と、a.example.com、b.example.com、c.example.com などのサブドメインが生成され、これらは
すべて同じドメインにルーティングされます。
ワイルドカードカスタムドメイン名は、API Gateway の標準のカスタムドメイン名とは異なる設定をサ
ポートします。たとえば、1 つの AWS アカウントで、*.example.com と a.example.com を異なる動
作に設定できます。
コンテキスト変数 $context.domainName と $context.domainPrefix コンテキスト変数を使用
して、クライアントが API を呼び出すために使用したドメイン名を判断できます。コンテキスト変数
の詳細については、「API Gateway マッピングテンプレートとアクセスのログ記録の変数リファレン
ス (p. 365)」を参照してください。
ワイルドカードカスタムドメイン名を作成するには、DNS または E メール検証方法を使用して検証された
証明書を ACM から発行してもらう必要があります。

Note
別の AWS アカウントで作成済みのカスタムドメイン名と競合するようなワイルドカードカスタ
ムドメイン名を作成することはできません。たとえば、アカウント A で a.example.com が作成
済みである場合、アカウント B はワイルドカードカスタムドメイン名として *.example.com を
作成できません。
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アカウント A とアカウント B の所有者が同じである場合は、AWS サポートセンターに連絡して
例外をリクエストできます。

カスタムドメイン名の証明書
ACM がサポートされているリージョンでカスタムドメイン名の証明書を提供するには、ACM に証明書を
リクエストする必要があります。ACM がサポートされていないリージョンで、リージョン別カスタムドメ
イン名の証明書を提供するには、そのリージョン内の API Gateway に証明書をインポートする必要があり
ます。
SSL/TLS 証明書をインポートするには、カスタムドメイン名の PEM 形式の SSL/TLS 認証本文、そのプラ
イベートキー、およびカスタムドメイン名の証明書チェーンを提供する必要があります。ACM に保存され
た各証明書は ARN によって識別されます。AWS で管理された証明書をドメイン名で使用するには、その
ARN を単に参照します。
ACM を使用すると、API のカスタムドメイン名を簡単に設定して使用できます。特定のドメイン名の証
明書を作成 (または証明書をインポート) し、ACM が提供する証明書の ARN を使用して API Gateway で
ドメイン名を設定します。次に、カスタムドメイン名のベースパスを、デプロイされた API のステージに
マッピングします。ACM 発行の証明書により、プライベートキーなど証明書の機密の詳細が漏れる心配は
ありません。
トピック
• での証明書の準備AWS Certificate Manager (p. 481)
• API Gateway におけるカスタムドメインの TLS の最小バージョンの選択 (p. 483)
• エッジ最適化カスタムドメイン名の作成 (p. 487)
• API Gateway でのリージョン別カスタムドメイン名の設定 (p. 492)
• カスタムドメイン名を別の API エンドポイントに移行する (p. 494)
• REST API の API マッピングの使用 (p. 497)
• REST API のデフォルトエンドポイントの無効化 (p. 499)

での証明書の準備AWS Certificate Manager
API のカスタムドメイン名を設定する前に、 で SSL/TLS 証明書を準備する必要がありますAWS
Certificate Manager 次のステップでそのやり方を説明します。詳細については、AWS Certificate Manager
ユーザーガイドを参照してください。

Note
API Gateway のエッジ最適化されたカスタムドメイン名を持つ ACM 証明書を使用するには、米
国東部 (バージニア北部) (us-east-1) リージョンで証明書をリクエストまたはインポートする必
要があります。API Gateway リージョン別カスタムドメイン名については、API と同じリージョ
ンで証明書をリクエストまたはインポートする必要があります。証明書は、信頼された公的認証
機関によって署名され、当該カスタムドメイン名を対象としている必要があります。
まず、インターネットドメインを登録します (例: example.com)。Amazon Route 53 または認定され
ているサードパーティーのドメインレジストラを使用できます。そのようなレジストラの一覧について
は、ICANN のウェブサイトの認定レジストラディレクトリを参照してください。
ドメイン名の SSL/TLS 証明書を ACM で作成またはインポートするには、次のいずれかを行います。

ACM により提供されたドメイン名の証明書をリクエストするには
1.

AWS Certificate Manager コンソールにサインインします。
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2.

[証明書のリクエスト] を選択します。

3.

API のカスタムドメイン名 (例: api.example.com) を [ドメイン名] に入力します。

4.

必要に応じて、[この証明書に別の名前を追加] を選択します。

5.

[Review and request] を選択します。

6.

[Confirm and request] を選択します。

7.

リクエストが有効であるためには、ACM が証明書を発行する前に、インターネットドメインの登録さ
れた所有者がリクエストに同意する必要があります。

ACM にドメイン名の証明書をインポートするには
1.

証明機関からカスタムドメイン名の PEM エンコード SSL/TLS 証明書を取得します。このような CA
のリストの一部については、「Mozilla Included CA List」を参照してください。
a.

証明書のプライベートキーを生成し、OpenSSL ウェブサイトの OpenSSL ツールキットを使用し
て出力をファイルに保存します。
openssl genrsa -out private-key-file 2048

Note
Amazon API Gateway は、Amazon CloudFront を活用して、カスタムドメイン名の証明
書をサポートします。そのため、カスタムドメイン名の SSL/TLS 証明書の要件と制約
は CloudFront によって指定されます。たとえば、パブリックキーの最大サイズは 2048
で、プライベートキーのサイズは 1024、2048、または 4096 とすることができます。
パブリックキーのサイズは、使用している認証機関によって決まります。デフォルトの
長さと異なるサイズのキーを返すよう認証機関に依頼します。詳細については、「オブ
ジェクトへのセキュアなアクセス」および「署名付き URL と署名付き Cookie」を参照
してください。
b.

OpenSSL を使用して、以前に作成されたプライベートキーで証明書署名リクエスト (CSR) を生
成します。
openssl req -new -sha256 -key private-key-file -out CSR-file

c.

CSR を認証機関に送信し、結果として生じる証明書を保存します。

d.

認証機関から証明書チェーンをダウンロードします。

Note
別の方法でプライベートキーを取得し、キーが暗号化されている場合は、次のコマンドを使
用してキーを復号してから、カスタムドメイン名を設定するためにキーを API Gateway に送
信できます。
openssl pkcs8 -topk8 -inform pem -in MyEncryptedKey.pem -outform pem -nocrypt out MyDecryptedKey.pem

2.

証明書を へアップロードしますAWS Certificate Manager
a.

AWS Certificate Manager コンソールにサインインします。

b.

[Import a certificate] を選択します。

c.

[証明書本文] に、証明機関からの PEM 形式のサーバー証明書の本文を入力するか貼り付けます。
このような証明書の省略された例を次に示します。
-----BEGIN CERTIFICATE-----
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EXAMPLECA+KgAwIBAgIQJ1XxJ8Pl++gOfQtj0IBoqDANBgkqhkiG9w0BAQUFADBB
...
az8Cg1aicxLBQ7EaWIhhgEXAMPLE
-----END CERTIFICATE-----

d.

[証明書のプライベートキー] に、PEM 形式の証明書のプライベートキーを入力するか貼り付けま
す。このようなキーの省略された例を次に示します。
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----EXAMPLEBAAKCAQEA2Qb3LDHD7StY7Wj6U2/opV6Xu37qUCCkeDWhwpZMYJ9/nETO
...
1qGvJ3u04vdnzaYN5WoyN5LFckrlA71+CszD1CGSqbVDWEXAMPLE
-----END RSA PRIVATE KEY-----

e.

[証明書チェーン] に、PEM 形式の中間証明書を (必要に応じてルート証明書も) 空白行なしに連続
して入力するか貼り付けます。ルート証明書を含める場合は、証明書チェーンの先頭は中間証明
書で、末尾がルート証明書である必要があります。証明機関によって提供された中間証明書を使
用します。信頼パスのチェーン内に存在しない中間証明書は含めないでください。次の例で省略
された例を示します。
-----BEGIN CERTIFICATE----EXAMPLECA4ugAwIBAgIQWrYdrB5NogYUx1U9Pamy3DANBgkqhkiG9w0BAQUFADCB
...
8/ifBlIK3se2e4/hEfcEejX/arxbx1BJCHBvlEPNnsdw8EXAMPLE
-----END CERTIFICATE-----

別の例を示します。
-----BEGIN CERTIFICATE----Intermediate certificate 2
-----END CERTIFICATE---------BEGIN CERTIFICATE----Intermediate certificate 1
-----END CERTIFICATE---------BEGIN CERTIFICATE----Optional: Root certificate
-----END CERTIFICATE-----

f.

[Review and import] を選択します。

証明書が正常に作成またはインポートされた後、証明書の ARN をメモします。カスタムドメイン名を設
定する際に必要になります。

API Gateway におけるカスタムドメインの TLS の最小バージョ
ンの選択
セキュリティを強化するため、API Gateway コンソール、AWS CLI、または AWS SDK でセキュリティポ
リシーを設定して、Amazon API Gateway カスタムドメインに適用される Transport Layer Security (TLS)
プロトコルの最小バージョンを選択できます。
セキュリティポリシーとは、Amazon API Gateway が提供する TLS の最小バージョンと暗号スイートの
事前定義された組み合わせです。TLS バージョン 1.2 または TLS バージョン 1.0 のセキュリティポリシー
を選択できます。TLS プロトコルは、クライアントとサーバーの間の改ざんや傍受などのネットワークセ
キュリティの問題に対処します。クライアントがカスタムドメインを介して API に TLS ハンドシェイク
を確立すると、セキュリティポリシーにより、TLS バージョンと暗号スイートのオプションが適用されま
す。ここで使用するオプションは、クライアントが選択できます。
カスタムドメインの設定では、セキュリティポリシーによって 2 つの設定が決定されます。
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• API クライアントとの通信に API Gateway が使用する TLS の最小バージョン
• API クライアントに返すコンテンツを暗号化するために API Gateway が使用する暗号化方式
トピック
• API Gateway でカスタムドメインの TLS プロトコルの最小バージョンを指定する方法 (p. 484)
• API Gateway でエッジ最適化 API エンドポイントにサポートされているセキュリティポリシー、TLS
プロトコルバージョン、および暗号 (p. 484)
• API Gateway でリージョン API エンドポイント、プライベート API エンドポイント、および
WebSocket API エンドポイントにサポートされている SSL/TLS プロトコルと暗号 (p. 485)
• OpenSSL および RFC の暗号名 (p. 486)

API Gateway でカスタムドメインの TLS プロトコルの最小バージョンを指定する
方法
カスタムドメインを作成するときに、そのドメインにセキュリティポリシーを指定します。セキュリティ
ポリシーの詳細については、次のセクションの表を参照してください。
以下のセクションでは、カスタムドメイン名を作成する方法について説明します。API Gateway コンソー
ルと CLI での TLS の最小バージョンの指定についても説明しています。
• the section called “エッジ最適化カスタムドメイン名の作成” (p. 487)
• the section called “リージョン別カスタムドメイン名の設定” (p. 492)
セキュリティポリシーは、ドメイン名の設定を更新することで変更できます。TLS の最小バージョン
を変更するには、次のいずれかのコマンドを使用し、TLS_1_0 パラメータで新しい TLS バージョン
(TLS_1_2 または securityPolicy) を指定します。更新が完了するまで最大 60 分かかります。
• domainname:update
• update-domain-name
• UpdateDomainName

API Gateway でエッジ最適化 API エンドポイントにサポートされているセキュリ
ティポリシー、TLS プロトコルバージョン、および暗号
以下の表は、エッジ最適化 API の各セキュリティポリシーで API Gateway が使用できるプロトコルと暗号
の一覧です。
セキュリティポリシー
TLS-1-0

TLS-1-2

サポートされている SSL/TLS プロトコル
TLSv1.3

♦

♦

TLSv1.2

♦

♦

TLSv1.1

♦

TLSv1

♦

SSLv3
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セキュリティポリシー
TLS-1-0

TLS-1-2

サポートされている SSL/TLS プロトコル
Ciphers supported
ECDHE-RSA-AES128-GCMSHA256

♦

♦

ECDHE-RSA-AES128-SHA256

♦

♦

ECDHE-RSA-AES128-SHA

♦

ECDHE-RSA-AES256-GCMSHA384

♦

♦

ECDHE-RSA-AES256-SHA384

♦

♦

ECDHE-RSA-AES256-SHA

♦

AES128-GCM-SHA256

♦

♦

AES256-GCM-SHA384

♦

♦

AES128-SHA256

♦

♦

AES256-SHA

♦

AES128-SHA

♦

DES-CBC3-SHA

♦

RC4-MD5

API Gateway でリージョン API エンドポイント、プライベート API エンドポイン
ト、および WebSocket API エンドポイントにサポートされている SSL/TLS プロ
トコルと暗号
次の表では、リージョン API エンドポイント、プライベート API エンドポイント、および WebSocket API
のエンドポイントに指定できるセキュリティポリシーについて説明します。

Note
プライベート API および WebSocket API では、TLS-1-2 のみを指定できます。
セキュリティポリシー

TLS-1-0

TLS-1-2

TLS Protocols
Protocol-TLSv1

♦

Protocol-TLSv1.1

♦

Protocol-TLSv1.2

♦

♦

♦

♦

TLS Ciphers
ECDHE-ECDSA-AES128- GCMSHA256
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セキュリティポリシー

TLS-1-0

TLS-1-2

ECDHE-RSA-AES128- GCMSHA256

♦

♦

ECDHE-ECDSA-AES128SHA256

♦

♦

ECDHE-RSA-AES128-SHA256

♦

♦

ECDHE-ECDSA-AES128-SHA

♦

ECDHE-RSA-AES128-SHA

♦

ECDHE-ECDSA-AES256- GCMSHA384

♦

♦

ECDHE-RSA-AES256- GCMSHA384

♦

♦

ECDHE-ECDSA-AES256SHA384

♦

♦

ECDHE-RSA-AES256-SHA384

♦

♦

ECDHE-RSA-AES256-SHA

♦

ECDHE-ECDSA-AES256-SHA

♦

AES128-GCM-SHA256

♦

♦

AES128-SHA256

♦

♦

AES128-SHA

♦

AES256-GCM-SHA384

♦

♦

AES256-SHA256

♦

♦

AES256-SHA

♦

DES-CBC3-SHA

♦

OpenSSL および RFC の暗号名
OpenSSL および IETF RFC 5246、Transport Layer Security (TLS) プロトコルのバージョン 1.2、同じ暗号
化方式には別名を使用します。以下の表では、各暗号化方式の OpenSSL 名 から RFC 名までを示してい
ます。
OpenSSL の暗号名

RFC の暗号名

ECDHE-RSAAES128- GCMSHA256

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

ECDHE-RSAAES128-SHA256

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

ECDHE-RSAAES128-SHA

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
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OpenSSL の暗号名

RFC の暗号名

ECDHE-RSAAES256- GCMSHA384

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

ECDHE-RSAAES256-SHA384

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384

ECDHE-RSAAES256-SHA

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

AES128-GCMSHA256

TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

AES256-GCMSHA384

TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

AES128-SHA256

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

AES256-SHA

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

AES128-SHA

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

DES-CBC3-SHA

TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

RC4-MD5

TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5

エッジ最適化カスタムドメイン名の作成
トピック
• API Gateway API のエッジ最適化カスタムドメイン名を設定する (p. 487)
• CloudTrail におけるカスタムドメイン名の作成のログ記録 (p. 489)
• カスタムドメイン名をホスト名として API のベースパスマッピングを設定する (p. 489)
• ACM にインポートされた証明書を更新 (p. 490)
• カスタムドメイン名を使用して API を呼び出す (p. 491)

API Gateway API のエッジ最適化カスタムドメイン名を設定する
次の手順では、API Gateway コンソールを使用して API のカスタムドメイン名を作成する方法を説明しま
す。

API Gateway コンソールを使用してカスタムドメイン名を作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

メインのナビゲーションペインから [Custom Domain Names (カスタムドメイン名)] を選択します。

3.

[Create] を選択します。

4.

[Domain name (ドメイン名)] には、ドメイン名を入力します。

5.

[設定] で、[Edge-optimized (エッジ最適化)] を選択します。

6.

TLS の最小バージョンを選択します。

7.

ACM 証明書を選択します。

487

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
カスタムドメイン名

Note
API Gateway のエッジ最適化されたカスタムドメイン名を持つ ACM 証明書を使用するに
は、us-east-1 (米国東部 (バージニア北部)) リージョンで証明書をリクエストまたはイン
ポートする必要があります。
8.

[ドメイン名の作成] を選択します。

9.

カスタムドメイン名を作成したら、コンソールは関連する CloudFront ディストリビューションドメイ
ン名を証明書 ARN と一緒に distribution-id.cloudfront.net の形式で表示します。出力に表
示される CloudFront ディストリビューションドメイン名をメモしておきます。次のステップで、DNS
でカスタムドメインの CNAME 値または A レコードのエイリアスターゲットを設定するために、これ
が必要になります。

Note
新しく作成したカスタムドメイン名は使用できるまでに約 40 分かかります。カスタムドメイ
ン名が初期化されている間に、カスタムドメイン名を関連する CloudFront ディストリビュー
ションドメイン名にマッピングし、カスタムドメイン名のベースパスマッピングを設定する
ために、DNS レコードのエイリアスを設定できます。
10. 次に、DNS プロバイダーで DNS レコードを設定して、カスタムドメイン名を関連する CloudFront
ディストリビューションにマッピングします。Amazon Route 53 の手順については、Amazon Route
53 デベロッパーガイドの「ドメイン名を使用してトラフィックを Amazon API Gateway API にルー
ティングする 」を参照してください。
ほとんどの DNS プロバイダーでは、カスタムドメイン名は、CNAME リソースレコードセットとし
てホストゾーンに追加されます。CNAME レコードの名前では、[Domain Name (ドメイン名)] に先
ほど入力したカスタムドメイン名 (api.example.com など) を指定します。CNAME レコードの値
では、CloudFront ディストリビューションのドメイン名を指定します。ただし、カスタムドメイン
が Zone Apex である (つまり、example.com ではなく api.example.com である) 場合、CNAME
レコードは動作しません。一般的に、Zone Apex は組織のルートドメインとしても知られていま
す。zone apex には、A レコードのエイリアスを使用する必要があります (DNS プロバイダーによっ
てサポートされている場合)。
Route 53 では、カスタムドメイン名の A レコードのエイリアスを作成し、エイリアス先として
CloudFront ディストリビューションドメイン名を指定することができます。その結果、カスタムドメ
イン名が Zone Apex であっても、Route 53 はカスタムドメイン名をルーティングすることができま
す。詳細については、Amazon Route 53 デベロッパーガイドの「エイリアスリソースレコードセット
と非エイリアスリソースレコードセットの選択」を参照してください。
A レコードエイリアスを使用するときも、ドメイン名のマッピングは Route 53 内でのみ起こるため、
基盤となる CloudFront ディストリビューションのドメイン名で公開する必要はなくなります。これら
の理由により、可能な限りは Route 53 A レコードエイリアスの使用をお勧めします。
API のためのカスタムドメイン名のセットアップには、API Gateway コンソールの使用に加えて、API
Gateway REST API、AWS CLI、または AWS SDK の 1 つを使用できます。例として、次の手順では
REST API 呼び出しを使用したステップを簡単に示しています。

API Gateway REST API を使用してカスタムドメイン名を設定するには
1.

domainname:create を呼び出し、カスタムドメイン名と AWS Certificate Manager に保存してある証
明書の ARN を指定します。
API コールが成功すると、証明書 ARN、および関連する CloudFront ディストリビューション名をペ
イロードに含む 201 Created レスポンスを返します。

2.

出力に表示される CloudFront ディストリビューションドメイン名をメモしておきます。次のステップ
で、DNS でカスタムドメインの CNAME 値または A レコードのエイリアスターゲットを設定するた
めに、これが必要になります。
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3.

前の手順を実行して、A レコードエイリアスをセットアップして CloudFront ディストリビューション
名にカスタムドメイン名をマッピングします。

この REST API コールのコード例については、「domainname:create」を参照してください。

CloudTrail におけるカスタムドメイン名の作成のログ記録
アカウントによる API Gateway コールのログ記録に CloudTrail が有効になっている場合、API Gateway
は、API のカスタムドメイン名が作成または更新されたときに、関連付けられた CloudFront ディストリ
ビューションの更新を記録します。これらの CloudFront ディストリビューションは API Gateway が所有
しているため、報告された各 CloudFront ディストリビューションは、API 所有者のアカウント ID ではな
く、次のいずれかのリージョン固有の API Gateway アカウント ID によって識別されます。
リージョン

アカウント ID

us-east-1

392220576650

us-east-2

718770453195

us-west-1

968246515281

us-west-2

109351309407

ca-central-1

796887884028

eu-west-1

631144002099

eu-west-2

544388816663

eu-west-3

061510835048

eu-central-1

474240146802

eu-north-1

394634713161

ap-northeast-1

969236854626

ap-northeast-2

020402002396

ap-southeast-1

195145609632

ap-southeast-2

798376113853

ap-south-1

507069717855

ap-east-1

174803364771

sa-east-1

287228555773

me-south-1

855739686837

カスタムドメイン名をホスト名として API のベースパスマッピングを設定する
複数の API のホスト名として、単一のカスタムドメイン名を使用できます。カスタムドメイン名でベース
パスマッピングを設定することにより、これを実現できます。ベースパスマッピングにより、カスタムド
メインの API は、カスタムドメイン名と関連するベースパスの組み合わせによりアクセス可能になりま
す。
たとえば、PetStore という名前の API と PetShop という名前の別の API を作成
し、api.example.com のカスタムドメイン名を API Gateway で設定した場合、PetStore API の URL
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を、https://api.example.com または https://api.example.com/myPetStore として設定でき
ます。PetStore API は、カスタムドメイン名 myPetStore で、空の文字列または api.example.com
というベースパスと関連付けられます。同様に、yourPetShop API にベースパス PetShop を割り当てる
ことができます。URL https://api.example.com/yourPetShop は、PetShop API のルート URL と
なります。
API にベースパスを設定する前に、「」のステップを完了してくださいAPI Gateway API のエッジ最適化
カスタムドメイン名を設定する (p. 487)
以下の手順では、カスタムドメイン名から API ステージにパスをマップするための API マッピングをセッ
トアップします。

API Gateway コンソールを使用して API マッピング名を作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

カスタムドメイン名を選択します。

3.
4.

[Configure API mappings (API マッピングの設定)] を選択します。
[Add new mapping (新しいマッピングを追加)] を選択します。

5.

マッピングの API、ステージ、パス (オプション) を指定します。

6.

[Save] を選択します。

また、カスタムドメイン名をホスト名として使用して API のベースパスマッピングをセットアップするた
めに、API Gateway REST API、AWS CLI、または AWS SDK の 1 つを呼び出すこともできます。例とし
て、次の手順では REST API 呼び出しを使用したステップを簡単に示しています。

API Gateway REST API を使用して API のベースパスマッピングを設定するには
•

特定のカスタムドメイン名で basepathmapping:create を呼び出し、リクエストペイロードの
basePath、restApiId、およびデプロイ stage プロパティを指定します。
API 呼び出しが成功すると、201 Created レスポンスを返します。

REST API コールのコード例については、basepathmapping:create を参照してください。

ACM にインポートされた証明書を更新
ACM は使用する証明書の更新を自動的に処理します。カスタムドメイン名に ACM 使用の証明書を更新す
る必要はありません。CloudFront はユーザーに代わって処理します。
ただし、証明書を ACM にインポートし、カスタムドメイン名に使用すると、期限切れ前に証明書を更新
する必要があります。これにはドメイン名に関する新しいサードパーティーの証明書のインポートも含ま
れ、既存の証明書は新規更新されます。期限切れの証明書を新しくインポートするときはそのプロセスを
繰り返す必要があります。また、ACM にドメイン名に関する新しい証明書を発行するようリクエストもで
き、既存のものを ACM 発行の新しい証明書に更新します。その後で、ACM と CloudFront により証明書
の更新を自動的に処理するようにできます。新しい ACM 証明書を作成またはインポートするには、指定
されたドメイン名に「新しい ACM 証明書をリクエストまたはインポートする (p. 481)」のステップを実
行してください。
ドメイン名の証明書のローテーションを行うには、API Gateway コンソール、API Gateway REST
API、AWS CLI、または AWS SDK のいずれかを使用できます。

API Gateway コンソールを使って ACM にインポートした、期限切れとなる証明書を更新するに
は
1.
2.

ACM に証明書をリクエストするかインポートします。
API Gateway コンソールに戻ります。
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3.

API Gateway コンソールのナビゲーションペインから [Custom Domain Names (カスタムドメイン名)]
を選択します。

4.
5.
6.

カスタムドメイン名を選択します。
[Edit] を選択します。
ドロップダウンリストの [ACM certificate (ACM 証明書)] から希望する証明書を選択します。

7.

[保存] を選択し、カスタムドメイン名の証明書の更新を開始します。

Note
プロセスが終了するには約40分かかります。更新完了後、[ACM 証明書] の隣にある対面矢印
アイコンを選択すると、オリジナルの証明書に戻せます。
カスタムドメイン名にインポートした証明書をプログラムを使って更新する方法として、API Gateway
REST API を使用するステップを簡単に説明します。

API Gateway REST APIを使用してインポートした証明書を更新する
•

domainname:update アクションを呼び出し、指定したドメイン名の新しい ACM 証明書の ARN を指
定します。

カスタムドメイン名を使用して API を呼び出す
カスタムドメイン名で API を呼び出すことは、正しい URL を使用する場合、デフォルトのドメイン名で
API を呼び出すことと同じです。
次の例では、指定されたリージョン (udxjef) で、指定されたカスタムドメイン名 (qf3duz) の 2 つの
API (us-east-1 および api.example.com) のデフォルトの URL と対応するカスタム URL を比較し、
違いを示します。

デフォルトおよびカスタムドメイン名を持つ API のルート URL
API ID

ステージ

デフォルト URL

udxjef

pro

https://
/petstore
udxjef.executeapi.useast-1.amazonaws.com/
pro

https://
api.example.com/
petstore

udxjef

tst

https://
/petdepot
udxjef.executeapi.useast-1.amazonaws.com/
tst

https://
api.example.com/
petdepot

qf3duz

dev

https://
/bookstore
qf3duz.executeapi.useast-1.amazonaws.com/
dev

https://
api.example.com/
bookstore

qf3duz

tst

https://
/bookstand
qf3duz.executeapi.useast-1.amazonaws.com/
tst

https://
api.example.com/
bookstand
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API Gateway では、Server Name Indication (SNI) を使用した、API のカスタムドメイン名がサポートされ
ています。SNI をサポートするブラウザまたはクライアントライブラリを使用して、カスタムドメイン名
の API を呼び出すことができます。
API Gateway では、CloudFront ディストリビューションで SNI を実施します。CloudFront でのカスタム
ドメイン名の使用の詳細については、「Amazon CloudFront カスタム SSL」を参照してください。

API Gateway でのリージョン別カスタムドメイン名の設定
リージョン別 API エンドポイント (AWS リージョン用) のカスタムドメイン名を作成できます。カスタム
ドメイン名を作成するには、リージョン固有の ACM 証明書を指定する必要があります。カスタムドメイ
ン名の証明書を作成またはアップロードする方法の詳細については、「 での証明書の準備AWS Certificate
Manager (p. 481)」を参照してください。

Important
API Gateway リージョン別カスタムドメイン名については、API と同じリージョンで証明書をリ
クエストまたはインポートする必要があります。
ACM 証明書でリージョン別カスタムドメイン名を作成または移行する際、アカウント内にすでに
ロールが存在していない場合、 API Gateway はサービスにリンクされたロールをアカウント内に作
成します。サービスにリンクされたロールは、ACM 証明書をリージョン別エンドポイントにアタッ
チするのに必要です。ロールの名前は AWSServiceRoleForAPIGateway です。また、管理ポリシーの
APIGatewayServiceRolePolicy がアタッチされます。サービスにリンクされたロールの詳細な使用方法に
ついては、「サービスにリンクされたロールの使用」を参照してください。

Important
DNS レコードを作成し、カスタムドメイン名をリージョン別ドメイン名にポイントする必要があ
ります。これにより、カスタムドメイン名にバインドされるトラフィックが、API のリージョン
別ホスト名にルーティングされます。DNS レコードは、CNAME または A タイプにできます。
トピック
• API Gateway コンソールで ACM 証明書を使用してリージョン別カスタムドメイン名を設定す
る (p. 492)
• AWS CLI で ACM 証明書を使用してリージョン別カスタムドメイン名を設定する (p. 493)

API Gateway コンソールで ACM 証明書を使用してリージョン別カスタムドメイ
ン名を設定する
API Gateway コンソールを使用してリージョン別カスタムドメイン名を設定するには、以下の手順を実行
します。

API Gateway コンソールを使用してリージョン別カスタムドメイン名を設定する
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

メインのナビゲーションペインから [Custom Domain Names (カスタムドメイン名)] を選択します。

3.

[Create] を選択します。

4.

[Domain name (ドメイン名)] には、ドメイン名を入力します。

5.

[設定] で、[Regional (リージョン)] を選択します。

6.

TLS の最小バージョンを選択します。

7.

ACM 証明書を選択します。証明書は API と同じリージョンに存在する必要があります。

8.

[Create] を選択します。

9.

トラフィックを API Gateway にルーティングするように Route 53 を設定する方法について
は、Route 53 のドキュメントを参照してください。
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以下の手順では、カスタムドメイン名から API ステージにパスをマップするための API マッピングをセッ
トアップします。

API Gateway コンソールを使用して API マッピング名を作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

カスタムドメイン名を選択します。

3.

[Configure API mappings (API マッピングの設定)] を選択します。

4.

[Add new mapping (新しいマッピングを追加)] を選択します。

5.

マッピングの API、ステージ、パスを指定します。

6.

[Save] を選択します。

カスタムドメインの basepath マッピングの設定については、「カスタムドメイン名をホスト名として API
のベースパスマッピングを設定する (p. 489)」を参照してください。

AWS CLI で ACM 証明書を使用してリージョン別カスタムドメイン名を設定する
AWS CLI を使用してリージョン別 API のカスタムドメイン名を設定するには、次の手順を実行します。
1.

カスタムドメイン名とリージョン別証明書の ARN を指定する create-domain-name を呼び出しま
す。
aws apigatewayv2 create-domain-name \
--domain-name 'regional.example.com' \
--domain-name-configurations CertificateArn=arn:aws:acm:uswest-2:123456789012:certificate/123456789012-1234-1234-1234-12345678

指定された証明書は us-west-2 リージョンのものであり、この例では基盤となる API も同じリー
ジョンのものであることを前提としていることに注意してください。
成功すると、この呼び出しは以下のような結果を返します。
{

}

"ApiMappingSelectionExpression": "$request.basepath",
"DomainName": "regional.example.com",
"DomainNameConfigurations": [
{
"ApiGatewayDomainName": "d-id.execute-api.us-west-2.amazonaws.com",
"CertificateArn": "arn:aws:acm:us-west-2:123456789012:certificate/id",
"DomainNameStatus": "AVAILABLE",
"EndpointType": "REGIONAL",
"HostedZoneId": "id",
"SecurityPolicy": "TLS_1_2"
}
]

DomainNameConfigurations プロパティ値は、リージョン別 API のホスト名を返します。DNS レ
コードを作成し、カスタムドメイン名をこのリージョン別ドメイン名にポイントする必要がありま
す。これにより、カスタムドメイン名にバインドされるトラフィックが、このリージョン別 API のホ
スト名にルーティングされます。
2.

DNS レコードを作成し、カスタムドメイン名とリージョン別ドメイン名を関連付けます。これによ
り、カスタムドメイン名にバインドされるリクエストが、API のリージョン別ホスト名にルーティン
グされます。

3.

基本パスマッピングを追加し、指定のカスタムドメイン名 (0qzs2sy7bh など) のデプロイステージ
(test など) で指定の API (regional.example.com など) を公開します。
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aws apigatewayv2 create-api-mapping \
--domain-name 'regional.example.com' \
--api-mapping-key 'myApi' \
--api-id 0qzs2sy7bh \
--stage 'test'

その結果、ステージにデプロイされる API のカスタムドメイン名を使用するベース URL は
https://regional.example.com/myAPI になります。
4.

DNS レコードを設定して、リージョン別カスタムドメイン名を指定されたホストゾーン ID のホスト
名にマッピングします。まず、リージョン別ドメイン名の DNS レコードを設定するための設定を含
む JSON ファイルを作成します。次の例に、カスタムドメイン名の作成時にプロビジョニングされ
たリージョン別のホスト名 (A) にリージョン別のカスタムドメイン名 (regional.example.com) を
マッピングする DNS d-numh1z56v6.execute-api.us-west-2.amazonaws.com レコードの作
成方法を示します。DNSName の HostedZoneId プロパティと AliasTarget プロパティは、カス
タムドメイン名の regionalDomainName と regionalHostedZoneId の値をそれぞれ示していま
す。また、リージョン別 Route 53 ホストゾーン ID は、「Amazon API Gateway エンドポイントと
クォータ」でも取得できます。
{

}

5.

"Changes": [
{
"Action": "CREATE",
"ResourceRecordSet": {
"Name": "regional.example.com",
"Type": "A",
"AliasTarget": {
"DNSName": "d-numh1z56v6.execute-api.us-west-2.amazonaws.com",
"HostedZoneId": "Z2OJLYMUO9EFXC",
"EvaluateTargetHealth": false
}
}
}
]

次の CLI コマンドを実行します。
aws route53 change-resource-record-sets \
--hosted-zone-id {your-hosted-zone-id} \
--change-batch file://path/to/your/setup-dns-record.json

ここで {your-hosted-zone-id} は、アカウントに設定された DNS レコードの Route 53 ホスト
ゾーン ID です。change-batch パラメータ値は、フォルダ (path/to/your) 内の JSON ファイル
(setup-dns-record.json) を指しています。

カスタムドメイン名を別の API エンドポイントに移行する
エッジ最適化のエンドポイントとリージョン別エンドポイントの間で、カスタムドメイン名
を移行できます。まず、新しいエンドポイント設定タイプをカスタムドメイン名の既存の
endpointConfiguration.types リストに追加します。次に、カスタムドメイン名が、新しくプロビ
ジョンされたエンドポイントを参照するように、DNS レコードを設定します。オプションで最後に、不要
なカスタムドメイン名設定データを削除します。
移行を計画するとき、エッジ最適化 API のカスタムドメイン名の場合は、ACM によって提供される必須
の証明書は、米国東部 (バージニア北部) リージョン (us-east-1) から取得する必要があります。この
証明書はすべての地理的場所に配布されます。ただし、リージョン API の場合、リージョン別ドメイン
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名の ACM 証明書は、API をホストする同じリージョンから取得する必要があります。us-east-1 リー
ジョンにないエッジ最適化のカスタムドメイン名をリージョン別カスタムドメイン名に移行するには、ま
ず、API のローカルリージョンに新しい ACM 証明書をリクエストする必要があります。
API Gateway でエッジ最適化のカスタムドメイン名とリージョン別カスタムドメイン名との間で移行が完
了するまでに最大 60 秒かかることがあります。新しく作成されたエンドポイントがトラフィックを受け
入れ可能になるまでの時間を含める場合、移行にかかる時間は DNS レコードの更新時期によっても異な
ります。
トピック
• AWS CLI を使用してカスタムドメイン名を移行する (p. 495)

AWS CLI を使用してカスタムドメイン名を移行する
AWS CLI を使用して、エッジ最適化エンドポイントからリージョンエンドポイント (またはその逆) にカス
タムドメイン名を移行するには、 update-domain-nameコマンドを呼び出して新しいエンドポイントタ
イプを追加します。必要に応じて、update-domain-name コマンドを呼び出して古いエンドポイントタ
イプを削除します。
トピック
• エッジ最適化のカスタムドメイン名からリージョンのカスタムドメイン名に移行する (p. 495)
• リージョンのカスタムドメイン名をエッジ最適化のカスタムドメイン名に移行する (p. 496)

エッジ最適化のカスタムドメイン名からリージョンのカスタムドメイン名に移行する
エッジ最適化のカスタムドメイン名をリージョン別カスタムドメイン名に移行するには、以下のように
update-domain-name CLI コマンドを呼び出します。
aws apigateway update-domain-name \
--domain-name 'api.example.com' \
--patch-operations [ \
{ op:'add', path: '/endpointConfiguration/types',value: 'REGIONAL' }, \
{ op:'add', path: '/regionalCertificateArn', value: 'arn:aws:acm:uswest-2:123456789012:certificate/cd833b28-58d2-407e-83e9-dce3fd852149' } \
]

リージョン別証明書はリージョン別 API と同じリージョンである必要があります。
成功のレスポンスには、200 OK ステータスコードと以下のような本文が含まれます。
{

"certificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/34a95aa1-77fa-427caa07-3a88bd9f3c0a",
"certificateName": "edge-cert",
"certificateUploadDate": "2017-10-16T23:22:57Z",
"distributionDomainName": "d1frvgze7vy1bf.cloudfront.net",
"domainName": "api.example.com",
"endpointConfiguration": {
"types": [
"EDGE",
"REGIONAL"
]
},
"regionalCertificateArn": "arn:aws:acm:us-west-2:123456789012:certificate/
cd833b28-58d2-407e-83e9-dce3fd852149",
"regionalDomainName": "d-fdisjghyn6.execute-api.us-west-2.amazonaws.com"
}
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移行されたリージョンのカスタムドメイン名の場合、リージョン別 API のホスト名が
regionalDomainName プロパティとして返されます。リージョン別カスタムドメイン名がこのリージョ
ン別ホスト名を参照するように DNS レコードを設定する必要があります。これにより、カスタムドメイ
ン名宛てのトラフィックがリージョン別ホストにルーティングされるようになります。
DNS レコードが設定されたら、update-domain-name の AWS CLI コマンドを呼び出して、エッジ最適
化のカスタムドメイン名を削除できます。
aws apigateway update-domain-name \
--domain-name api.example.com \
--patch-operations [ \
{op:'remove', path:'/endpointConfiguration/types', value:'EDGE'}, \
{op:'remove', path:'certificateName'}, \
{op:'remove', path:'certificateArn'} \
]

リージョンのカスタムドメイン名をエッジ最適化のカスタムドメイン名に移行する
リージョン別カスタムドメイン名をエッジ最適化のカスタムドメイン名に移行するには、以下のように
update-domain-name の AWS CLI コマンドを呼び出します。
aws apigateway update-domain-name \
--domain-name 'api.example.com' \
--patch-operations [ \
{ op:'add', path:'/endpointConfiguration/types',value: 'EDGE' }, \
{ op:'add', path:'/certificateName', value:'edge-cert'}, \
{ op:'add', path:'/certificateArn', value: 'arn:aws:acm:useast-1:123456789012:certificate/34a95aa1-77fa-427c-aa07-3a88bd9f3c0a' } \
]

エッジ最適化のドメイン証明書は、us-east-1 リージョンに作成する必要があります。
成功のレスポンスには、200 OK ステータスコードと以下のような本文が含まれます。
{

"certificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:738575810317:certificate/34a95aa1-77fa-427caa07-3a88bd9f3c0a",
"certificateName": "edge-cert",
"certificateUploadDate": "2017-10-16T23:22:57Z",
"distributionDomainName": "d1frvgze7vy1bf.cloudfront.net",
"domainName": "api.example.com",
"endpointConfiguration": {
"types": [
"EDGE",
"REGIONAL"
]
},
"regionalCertificateArn": "arn:aws:acm:useast-1:123456789012:certificate/3d881b54-851a-478a-a887-f6502760461d",
"regionalDomainName": "d-cgkq2qwgzf.execute-api.us-east-1.amazonaws.com"
}

指定したカスタムドメイン名の場合、API Gateway はエッジ最適化 API のホスト名を
distributionDomainName プロパティ値として返します。エッジ最適化のカスタムドメイン名がこの
ディストリビューションドメイン名を参照するように DNS レコードを設定する必要があります。これに
より、エッジ最適化のカスタムドメイン名宛てのトラフィックがエッジ最適化の API ホスト名にルーティ
ングされるようになります。
DNS レコードが設定されたら、カスタムドメイン名の REGION エンドポイントタイプを削除できます。
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aws apigateway update-domain-name \
--domain-name api.example.com \
--patch-operations [ \
{op:'remove', path:'/endpointConfiguration/types', value:'REGIONAL'}, \
{op:'remove', path:'regionalCertificateArn'} \
]

このコマンドの結果は以下のような出力になります。この出力には、エッジ最適化のドメイン名の設定
データのみが含まれています。
{

"certificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:738575810317:certificate/34a95aa1-77fa-427caa07-3a88bd9f3c0a",
"certificateName": "edge-cert",
"certificateUploadDate": "2017-10-16T23:22:57Z",
"distributionDomainName": "d1frvgze7vy1bf.cloudfront.net",
"domainName": "regional.haymuto.com",
"endpointConfiguration": {
"types": "EDGE"
}
}

REST API の API マッピングの使用
API マッピングを使用して、API ステージをカスタムドメイン名に接続します。ドメイン名を作成
し、DNS レコードを設定したら、API マッピングを使用して、カスタムドメイン名を使用して API にトラ
フィックを送信します。
API マッピングは、API、ステージ、およびオプションでマッピングに使用するパスを指定します。たとえ
ば、API の production ステージを https://api.example.com/orders にマッピングできます。
HTTP API と REST API ステージを同じカスタムドメイン名にマッピングできます。
API マッピングを作成する前に、API、ステージ、およびカスタムドメイン名が必要です。カスタムド
メイン名の作成と設定の詳細については、「the section called “リージョン別カスタムドメイン名の設
定” (p. 492)」を参照してください。

API リクエストのルーティング
API マッピングは、例えば orders/v1/items と orders/v2/items のように、複数のレベルで設定で
きます。

Note
複数のレベルで API マッピングを設定するには、カスタムドメイン名をリージョン別とし、TLS
1.2 セキュリティポリシーを使用する必要があります。
API Gateway は、最も長い一致パスを持つ API マッピングにリクエストをルーティングします。API
Gateway は、API マッピング用に設定されたパスだけを考慮し、呼び出す API を選択します。API ルート
は考慮しません。リクエストに一致するパスがない場合、API Gateway は空のパス (none) にマッピング
した API にリクエストを送信します。
たとえば、次の API マッピングを持つカスタムドメイン名 https://api.example.com を考えてます。
1. (none)API 1 にマッピングされている 。
2. orders/v1/itemsAPI 2 にマッピングされている 。
3. orders/v2/itemsAPI 3 にマッピングされている 。
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4. orders/v2/items/categoriesAPI 4 にマッピングされている 。

リクエスト

選択した API

説明

https://api.example.com/
orders/v1/items

API 2

リクエストは、この API マッピ
ングと完全に一致します。

https://api.example.com/
orders/v2/items

API 3

リクエストは、この API マッピ
ングと完全に一致します。

https://api.example.com/
orders/v1/items/123

API 2

API Gateway は、最も長い一致
パスを持つ API マッピングを選
択します。リクエストの最後に
ある 123 は、選択には影響しま
せん。

https://api.example.com/
orders/v2/items/
categories/5

API 4

API Gateway は、最も長い一致
パスを持つ API マッピングを選
択します。

https://api.example.com/
customers

API 1

API Gateway は、空のマッピン
グをキャッチオールとして使用
します。

制限
• API マッピングでは、カスタムドメイン名とマップされた API が同じ AWS アカウントにある必要があ
ります。
• API マッピングに含めることができるのは、文字、数字、および $-_.+!*'()/ の文字だけです。
• API マッピングのパスの最大文字数は 300 文字です。
• TLS 1.2 セキュリティポリシーでは、HTTP API をリージョン別カスタムドメイン名にだけマッピングで
きます。
• WebSocket API を HTTP API または REST API と同じカスタムドメイン名にマッピングすることはでき
ません。

API マッピングを作成する
API マッピングを作成するには、最初にカスタムドメイン名、API、およびステージを作成する必要があり
ます。カスタムドメイン名の作成方法については、「the section called “リージョン別カスタムドメイン名
の設定” (p. 492)」を参照してください。
例えば、すべてのリソースを作成する AWS Serverless Application Model テンプレートについて
は、GitHub で「Sessions With SAM」を参照してください。
AWS Management Console

API マッピングを作成するには
1.

API Gateway コンソール (https://console.aws.amazon.com/apigateway) にサインインします。

2.

[カスタムドメイン名] を選択します。

3.

既に作成したカスタムドメイン名を選択します。

4.

[API マッピング] を選択します。
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5.

[Configure API mappings (API マッピングの設定)] を選択します。

6.

[Add new mapping (新しいマッピングを追加)] を選択します。

7.

API、Stage、必要に応じて Path を入力します。

8.

[Save] を選択します。

AWS CLI
次の AWS CLI コマンドは、API マッピングを作成します。この例では、API Gateway が指定された
API およびステージに api.example.com/v1/orders に対するリクエストを送信します。

Note
複数のレベルで API マッピングを作成するには、apigatewayv2 を使用する必要がありま
す。
aws apigatewayv2 create-api-mapping \
--domain-name api.example.com \
--api-mapping-key v1/orders \
--api-id a1b2c3d4 \
--stage test

AWS CloudFormation
次の AWS CloudFormation 例は、API マッピングを作成します。

Note
複数のレベルで API マッピングを作成するには、AWS::ApiGatewayV2 を使用する必要があ
ります。
MyApiMapping:
Type: 'AWS::ApiGatewayV2::ApiMapping'
Properties:
DomainName: api.example.com
ApiMappingKey: 'orders/v2/items'
ApiId: !Ref MyApi
Stage: !Ref MyStage

REST API のデフォルトエンドポイントの無効化
デフォルトでは、クライアントは、API Gateway が API 用に生成する execute-api エンドポイントを使
用して API を呼び出すことができます。クライアントがカスタムドメイン名を使用した場合のみ API にア
クセスできるようにするには、デフォルトの execute-api エンドポイントを無効にします。

Note
デフォルトのエンドポイントを無効にすると、API のすべてのステージに影響します。
次の AWS CLI コマンドは、REST API のデフォルトエンドポイントを無効にします。
aws apigateway update-rest-api \
--rest-api-id abcdef123 \
--patch-operations op=replace,path=/disableExecuteApiEndpoint,value='True'
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デフォルトのエンドポイントを無効にした後で、変更を有効にするには、API をデプロイする必要があり
ます。
次の AWS CLI コマンドは、デプロイを作成します。
aws apigateway create-deployment \
--rest-api-id abcdef123 \
--stage-name dev

REST API のパフォーマンスの最適化
API を呼び出せるようにしたら、応答性を向上させるために最適化する必要があることに気づくかもしれ
ません。API Gateway には、レスポンスキャッシュやペイロード圧縮など、API を最適化するためのいく
つかの戦略が用意されています。このセクションでは、これらの機能を有効にする方法を説明していま
す。
トピック
• API キャッシュを有効にして応答性を強化する (p. 500)
• API のペイロードの圧縮を有効にする (p. 506)

API キャッシュを有効にして応答性を強化する
Amazon API Gateway で API キャッシュを有効にして、エンドポイントのレスポンスがキャッシュされる
ようにできます。キャッシュを有効にすると、エンドポイントへの呼び出しの数を減らすことができ、ま
た、API へのリクエストのレイテンシーを短くすることもできます。
ステージに対してキャッシュを有効にすると、API Gateway は、秒単位で指定した有効期限 (TTL) が切
れるまで、エンドポイントからのレスポンスをキャッシュします。その後、API Gateway は、エンドポ
イントへのリクエストを行う代わりに、キャッシュからのエンドポイントのレスポンスを調べます。API
キャッシュのデフォルトの TTL 値は 300 秒です。最大の TTL 値は 3600 秒です。TTL=0 は、キャッシュ
が無効なことを意味します。

Note
キャッシュはベストエフォートです。Amazon CloudWatch の CacheHitCount および
CacheMissCount メトリクスを使用して、API Gateway が API キャッシュから提供するリクエ
ストをモニタリングできます。
キャッシュが可能なレスポンスの最大サイズは 1048576 バイトです。キャッシュデータの暗号化は、
キャッシュされているときのレスポンスのサイズを増やす可能性があります。
これは HIPAA 対象サービスです。AWS、1996 年制定の医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律
(HIPAA)、および AWS のサービスを使用した保護対象医療情報 (PHI) の処理、保存、転送に関する詳細に
ついては、HIPAA の概要を参照してください。

Important
ステージに対してキャッシュを有効にすると、デフォルトではGET メソッドのみでキャッシュが
有効になります。これは、API の安全性と可用性を確保するのに役立ちます。オーバーライドす
るメソッドの設定 (p. 502)により、他のメソッドのキャッシュを有効にできます。

Important
キャッシュでは、時間単価で料金が発生し、AWS 無料利用枠の対象ではありません。
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Amazon API Gateway のキャッシュを有効にする
API Gateway では、指定されたステージでキャッシュを有効にできます。
キャッシュを有効にするときは、キャッシュ容量を選択する必要があります。一般的に、容量を大きくす
ると、パフォーマンスは良くなりますが、コストは増えます。
API Gateway で、キャッシュを有効にするには、専用のキャッシュインスタンスを作成します。このプロ
セスには最長 4 分かかることがあります。
API Gateway で、キャッシュの容量を変更するには、既存のキャッシュインスタンスを削除してから、変
更した容量でキャッシュインスタンスを作成します。既存のキャッシュされたデータはすべて削除されま
す。

Note
キャッシュ容量は、キャッシュインスタンスの CPU、メモリ、およびネットワーク帯域幅に影響
を及ぼします。その結果、キャッシュ容量はキャッシュのパフォーマンスに影響を与える可能性
があります。
API Gateway では、10 分のロードテストを実行して、キャッシュ容量がワークロードに適してい
ることを確認することをお勧めします。ロードテスト中のトラフィックが本番トラフィックを反
映していることを確認します。例えば、ランプアップ、一定のトラフィック、およびトラフィッ
クのスパイクを含めます。ロードテストには、キャッシュから提供できるレスポンスと、キャッ
シュに項目を追加する一意のレスポンスを含める必要があります。ロードテスト中に、レイテン
シー、4xx、5xx、キャッシュヒット、キャッシュミスメトリクスをモニタリングします。これら
のメトリクスに基づいて、必要に応じてキャッシュ容量を調整します。
API Gateway コンソールで、[Stage Editor (ステージエディター)] の [Settings (設定)] タブでキャッシュを
設定します。

特定のステージの API キャッシュを設定するには
1.

API Gateway コンソールに移動します。

2.

API を選択します。

3.

[ステージ] を選択します。

4.

API の [ステージ] リストで、ステージを選択します。

5.

[Settings] タブを選択します。

6.

[API キャッシュを有効化] を選択します。

7.

キャッシュの作成が完了するのを待機します。

Note
キャッシュの作成または削除は、API Gateway が完了するまで約 4 分かかります。キャッ
シュが作成されると、[キャッシュのステータス] の値は CREATE_IN_PROGRESS から
AVAILABLE に変わります。キャッシュの削除が完了すると、[キャッシュのステータス] の値は
DELETE_IN_PROGRESS から空の文字列に変わります。
ステージの [キャッシュ設定] 内でキャッシュを有効にすると、GET メソッドのみがキャッシュされま
す。API の安全性と可用性を確保するため、この設定を変更しないことをお勧めします。ただし、オー
バーライドするメソッドの設定 (p. 502)により、他のメソッドのキャッシュを有効にできます。
キャッシュが想定どおり機能していることを確認するために、2 つの全般的なオプションがあります。
• API とステージの CacheHitCount および CacheMissCount の CloudWatch メトリクスを調べる。
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• レスポンスにタイムスタンプを入力する。

Note
API が API Gateway キャッシュのインスタンスから供給されているかどうか確認するため
に、CloudFront レスポンスの X-Cache ヘッダーを使用しないでください。

API Gateway ステージレベルのキャッシュをメソッドキャッシュ
で上書きする
特定のメソッドのキャッシュを有効または無効にすることで、ステージレベルのキャッシュ設定を上書き
できます。TTL 期間を増減するか、キャッシュされたレスポンスの暗号化をオンまたはオフにします。
キャッシュ中のメソッドがそのレスポンスで機密データを受け取ることが予想される場合は、[キャッシュ
設定] で [キャッシュデータを暗号化する] を選択します。

コンソールを使用してメソッド別の API キャッシュを設定するには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

API Gateway コンソールに移動します。

3.

API を選択します。

4.

[ステージ] を選択します。

5.

API の [ステージ] リストで、ステージを展開し、API のメソッドを選択します。

6.

[設定] の [このメソッドの上書き] を選択します。

7.

[キャッシュ設定] エリアで、[メソッドキャッシュの有効化] を設定またはオフにするか、その
他の必要なオプションをカスタマイズできます。(このセクションは、ステージレベルのキャッ
シュ (p. 501)が有効になっている場合にのみ表示されます。)

メソッドパラメータまたは統合パラメータをキャッシュキーとし
て使用して、キャッシュされたレスポンスにインデックスを付け
る
キャッシュされたメソッドや統合に、カスタムヘッダー、URL パス、またはクエリ文字列の形式でパ
ラメーターを渡せる場合、パラメーターの一部またはすべてを使用してキャッシュキーを作成できま
す。API Gateway は、使用されたパラメータ値に応じて、メソッドレスポンスをキャッシュできます。

Note
キャッシュキーはリソースにキャッシュを設定するときに必要です。
たとえば、以下の形式のリクエストがあるとします。

GET /users?type=... HTTP/1.1
host: example.com
...

このリクエストでは、type は admin または regular の値を受け取ることができます。キャッシュキー
に type パラメーターを含めた場合、GET /users?type=admin からのレスポンスと GET /users?
type=regular からのレスポンスは別々にキャッシュされます。
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メソッドリクエストまたは統合リクエストが複数のパラメーターを受け取るときは、パラメーターの一部
またはすべてを含めてキャッシュキーを作成するように選択できます。たとえば、指定した順に TTL 期間
内に行われる以下のリクエストに対して、キャッシュキーに type パラメータのみを含めることができま
す。

GET /users?type=admin&department=A HTTP/1.1
host: example.com
...

このリクエストからのレスポンスがキャッシュされ、以下のリクエストの処理に使用されます。

GET /users?type=admin&department=B HTTP/1.1
host: example.com
...

API Gateway コンソールで、キャッシュキーにメソッドリクエストまたは統合リクエストのパラメータを
含めるには、パラメータを追加した後に [Caching (キャッシュ)] を選択します。

API Gateway で API ステージキャッシュをフラッシュする
API キャッシュが有効になったら、API ステージのキャッシュをフラッシュして、API のクライアントが
統合エンドポイントから最新のレスポンスを取得できるようにします。
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API ステージのキャッシュをフラッシュするには、API Gateway コンソールのステージエディタの
[Settings] (設定) タブで、[Cache Settings] (キャッシュ設定) セクションの [Flush entire cache] (キャッシュ
全体のフラッシュ) ボタンを選択します。

Note
キャッシュがフラッシュされると、再度キャッシュが作成されるまで、統合エンドポイントから
レスポンスが処理されます。この間に、統合エンドポイントに送信されるリクエストの数が増
加する場合があります。これにより、API のレイテンシー全体が一時的に増える可能性がありま
す。

API Gateway のキャッシュエントリの無効化
API のクライアントは既存のキャッシュエントリを無効化し、個別のリクエストに対して統合エンドポイ
ントからそのエントリを再ロードできます。クライアントは、Cache-Control: max-age=0 ヘッダー
を含むリクエストを送信する必要があります。クライアントは、クライアントが許可されている場合、
キャッシュの代わりに統合エンドポイントから直接レスポンスを受け取ります。これは既存のキャッシュ
エントリを、統合エンドポイントから取得される新しいレスポンスで置き換えます。
クライアントのアクセス許可を付与するには、次の形式のポリシーを、ユーザーの IAM 実行ロールにア
タッチします。

Note
クロスアカウントのキャッシュ無効化はサポートされていません。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"execute-api:InvalidateCache"
],
"Resource": [
"arn:aws:execute-api:region:account-id:api-id/stage-name/GET/resource-pathspecifier"
]
}
]
}

このポリシーでは、API Gateway 実行サービスが指定された 1 つまたは複数のリソースのリクエストに対
してキャッシュを無効にします。対象リソースのグループを指定するには、account-id、api-id、お
よび他のエントリの ARN 値 Resource に対してワイルドカード文字 (*) を使用します。API Gateway 実
行サービスのアクセス許可の設定方法については、「IAM アクセス許可により API へのアクセスを制御す
る (p. 243)」を参照してください。
InvalidateCache ポリシーを適用しない場合 (またはコンソールで [Require authorization (認証が必要)]
チェックボックスをオンにした場合)、すべてのクライアントが API キャッシュを無効にできます。すべて
またはほとんどのクライアントが API キャッシュを無効にする場合、API のレイテンシーが非常に大きく
なる可能性があります。
ポリシーが設定されると、キャッシュが有効になり、承認が必要になります。API Gateway コンソールの
[Handle unauthorized requests (未承認リクエストの処理)] からオプションを選択して、未認証リクエスト
の処理方法を制御できます。
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3 つのオプションにより、次の動作が発生します。
• 403 ステータスコードでリクエストに失敗する: 403 Unauthorized レスポンスが返されます。
API を使用してこのオプションを設定するには、FAIL_WITH_403 を使用します。
• キャッシュコントロールヘッダーを無視し、レスポンスヘッダーに警告を追加する: リクエストを処理
し、レスポンスに警告ヘッダーを追加します。
API を使用してこのオプションを設定するには、SUCCEED_WITH_RESPONSE_HEADER を使用します。
• キャッシュコントロールヘッダーを無視する: リクエストを処理し、レスポンスで警告ヘッダーを追加し
ません。
API を使用してこのオプションを設定するには、SUCCEED_WITHOUT_RESPONSE_HEADER を使用しま
す。
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API のペイロードの圧縮を有効にする
API Gateway を使用すると、サポートされているコンテンツコーディング (p. 507)のいずれかを使用し
て、圧縮されたペイロードで API を呼び出すことができます。デフォルトでは、API Gateway はメソッド
リクエストペイロードの解凍をサポートしています。ただし、メソッドレスポンスペイロードの圧縮を有
効にするように API を設定する必要があります。
API で圧縮を有効にするには、API を作成するとき、または API を作成した後
に、minimumCompressionsSize プロパティを 0 から 10485760 (10M バイト) の間の負でない整数に設
定します。API で圧縮を無効にするには、minimumCompressionSize を null に設定するか、または完全
に削除します。API Gateway コンソール、AWS CLI、または API Gateway REST API を使用して、API の
圧縮を有効または無効にすることができます。
任意のサイズのペイロードに圧縮を適用する場合は、minimumCompressionSize 値をゼロに設定しま
す。ただし、小さいサイズのデータを圧縮すると、実際にはデータサイズが大きくなる可能性がありま
す。さらに、API Gateway での圧縮とクライアントでの解凍は、全体のレイテンシーを増加させ、より多
くの計算時間を必要とする可能性があります。API に対してテストケースを実行して、最適な値を決定す
る必要があります。
クライアントは、API Gateway に対して、圧縮ペイロードと適切な Content-Encoding ヘッダーを含む
API リクエストを送信して、統合エンドポイントにリクエストを渡す前に、メソッドリクエストペイロー
ドを解凍し、適用可能なマッピングテンプレートを適用できます。圧縮が有効になって API がデプロイさ
れた後、メソッドリクエストに適切な Accept-Encoding ヘッダーが指定されている場合、クライアント
は圧縮されたペイロードで API レスポンスを受け取ることができます。
統合エンドポイントが圧縮されていない JSON ペイロードを想定して返すとき、圧縮されていない JSON
ペイロード用に設定されたマッピングテンプレートは、圧縮されたペイロードに適用されます。圧縮され
たメソッドリクエストペイロードの場合、API Gateway はペイロードを解凍し、マッピングテンプレート
を適用して、マップされたリクエストを統合エンドポイントに渡します。圧縮されていない統合レスポン
スペイロードの場合、API Gateway はマッピングテンプレートを適用し、マップされたペイロードを圧縮
し、圧縮されたペイロードをクライアントに返します。
トピック
• API のペイロードの圧縮を有効にする (p. 506)
• 圧縮されたペイロードで API メソッドを呼び出す (p. 508)
• 圧縮されたペイロードで API レスポンスを受信する (p. 508)

API のペイロードの圧縮を有効にする
API Gateway コンソール、AWS CLI、または AWS SDK を使用して、API の圧縮を有効にできます。
既存の API では、圧縮を有効にした後、API をデプロイして変更を有効にする必要があります。新しい
API の場合、API のセットアップ完了後に API をデプロイします。

Note
最も優先順位の高いコンテンツのエンコードは、API Gateway によってサポートされている必要
があります。サポートされていない場合は、レスポンスペイロードに圧縮が適用されません。
トピック
• API Gateway コンソールを使用して API のペイロードの圧縮を有効にする (p. 507)
• AWS CLI を使用して API のペイロードの圧縮を有効にする (p. 507)
• API Gateway でサポートされるコンテンツコーディング (p. 507)
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API Gateway コンソールを使用して API のペイロードの圧縮を有効にする
次の手順では、API のペイロードの圧縮を有効にする方法について説明します。

API Gateway コンソールを使用してペイロードの圧縮を有効にするには
1.

[API Gateway コンソール] にサインインします。

2.

既存の API を選択するか、新しい API を作成します。

3.

プライマリナビゲーションペインで、選択した、または作成した API の下で [設定] を選択します。

4.

[設定] ペインの [コンテンツのエンコード] セクションで、[コンテンツのエンコードが有効] オプショ
ンを選択してペイロードの圧縮を有効にします。圧縮に必要な本文の最小サイズの横にある最小圧縮
サイズ (バイト単位) の数を入力します。圧縮を無効にするには、[コンテンツのエンコードが有効] オ
プションをオフにします。

5.

[Save Changes] を選択します。

AWS CLI を使用して API のペイロードの圧縮を有効にする
AWS CLI を使用して、新しい API を作成し、圧縮を有効にするには、次のように create-rest-api コ
マンドを呼び出します。
aws apigateway create-rest-api \
--name "My test API" \
--minimum-compression-size 0

AWS CLI を使用して、既存の API で圧縮を有効にするには、次のように update-rest-api コマンドを
呼び出します。
aws apigateway update-rest-api \
--rest-api-id 1234567890 \
--patch-operations op=replace,path=/minimumCompressionSize,value=0

minimumCompressionSize プロパティには、0～10485760 (10M バイト) の間の負でない整数値があり
ます。これは圧縮のしきい値を測定します。ペイロードサイズがこの値よりも小さい場合、圧縮または解
凍はペイロードに適用されません。ゼロに設定すると、任意のペイロードサイズの圧縮を許可します。
AWS CLI を使用して、圧縮を無効にするには、次のように update-rest-api コマンドを呼び出しま
す。
aws apigateway update-rest-api \
--rest-api-id 1234567890 \
--patch-operations op=replace,path=/minimumCompressionSize,value=

value を空の文字列 "" に設定するか、前の呼び出しで value プロパティを完全に省略することができま
す。

API Gateway でサポートされるコンテンツコーディング
API Gateway は、次のコンテンツコーディングをサポートしています。
• deflate
• gzip
• identity
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API Gateway は RFC 7231 仕様に従って、次の Accept-Encoding ヘッダー形式もサポートしていま
す。
• Accept-Encoding:deflate,gzip
• Accept-Encoding:
• Accept-Encoding:*
• Accept-Encoding:deflate;q=0.5,gzip;q=1.0
• Accept-Encoding:gzip;q=1.0,identity;q=0.5,*;q=0

圧縮されたペイロードで API メソッドを呼び出す
圧縮されたペイロードで API リクエストを行うには、クライアントは Content-Encoding ヘッダーをサ
ポートされているコンテンツコーディング (p. 507)の 1 つで設定する必要があります。
API クライアントで、PetStore API メソッド (POST /pets) を呼び出すとします。次の JSON 出力を使用
してメソッドを呼び出さないでください。
POST /pets
Host: {petstore-api-id}.execute-api.{region}.amazonaws.com
Content-Length: ...
{
}

"type": "dog",
"price": 249.99

代わりに、GZIP コーディングを使用して圧縮された同じペイロードでメソッドを呼び出すことができま
す。
POST /pets
Host: {petstore-api-id}.execute-api.{region}.amazonaws.com
Content-Encoding:gzip
Content-Length: ...
���RPP*�,HU�RPJ�OW��e&���L,�,-y�j

API Gateway はリクエストを受け取ると、指定されたコンテンツコーディングがサポートされているか
どうかを確認します。次に、指定されたコンテンツコーディングでペイロードを解凍しようとします。
解凍が成功すると、リクエストは統合エンドポイントにディスパッチされます。指定されたコーディン
グがサポートされていないか、または指定されたコーディングで指定されたペイロードが圧縮されていな
い場合、API Gateway は 415 Unsupported Media Type エラーレスポンスを返します。このエラー
は、API およびステージが識別される前の解凍の早い段階で発生した場合は、CloudWatch Logs に記録さ
れません。

圧縮されたペイロードで API レスポンスを受信する
圧縮が有効な API を作成する場合、クライアントは Accept-Encoding ヘッダーをサポートされている
コンテンツコーディング (p. 507)で指定することにより、圧縮されたレスポンスのペイロードを指定の形
式で受信することを選択できます。
API Gateway は、次の条件が満たされた場合にのみレスポンスのペイロードを圧縮します。
• 着信リクエストには、サポートされているコンテンツコーディングと形式の Accept-Encoding ヘッ
ダーがあります。
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Note
ヘッダーが設定されていない場合、デフォルト値は RFC 7231 で定義された * です。このよ
うな場合、API Gateway はペイロードを圧縮しません。一部のブラウザまたはクライアントで
は、Accept-Encoding (Accept-Encoding:gzip, deflate, br など) が、圧縮が有効
なリクエストに自動的に追加されます。これにより、API Gateway でペイロードの圧縮をトリ
ガーできます。サポートされている Accept-Encoding ヘッダー値の明示的な仕様がない場
合、API Gateway はペイロードを圧縮しません。
• minimumCompressionSize は、圧縮を有効にするために API で設定されています。
• 統合レスポンスには Content-Encoding ヘッダーはありません。
• 統合レスポンスのペイロードのサイズは、適用可能なマッピングテンプレートが適用されると、指定さ
れた minimumCompressionSize 値以上になります。
API Gateway はペイロードを圧縮する前に、統合レスポンス用に設定されたマッピングテンプレートを適
用します。統合レスポンスに Content-Encoding ヘッダーが含まれている場合、API Gateway は、統合
レスポンスのペイロードはすでに圧縮されているとみなし、圧縮処理がスキップされます。
たとえば、PetStore API の例と次のリクエストがあります。
GET /pets
Host: {petstore-api-id}.execute-api.{region}.amazonaws.com
Accept: application/json

バックエンドはリクエストに次のような圧縮されていない JSON ペイロードで応答します。
200 OK
[

{

"id": 1,
"type": "dog",
"price": 249.99

},
{

"id": 2,
"type": "cat",
"price": 124.99

},
{

]

}

"id": 3,
"type": "fish",
"price": 0.99

この出力を圧縮されたペイロードとして受け取るために、API クライアントは次のようにリクエストを送
信できます。
GET /pets
Host: {petstore-api-id}.execute-api.{region}.amazonaws.com
Accept-Encoding:gzip

クライアントは、Content-Encoding ヘッダーと次のような GZIP エンコードされたペイロードでレス
ポンスを受信します。
200 OK
Content-Encoding:gzip
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レスポンスのペイロードが圧縮されると、圧縮されたデータサイズのみがデータ転送に対して課金されま
す。

REST API をクライアントに配布する
このセクションでは、API Gateway API を顧客に配布する方法について詳しく説明します。API の配布に
は、顧客がクライアントアプリケーションをダウンロードして統合するための SDK の生成、顧客がクラ
イアントアプリケーションからそれを呼び出す方法を顧客に知らせるための API のドキュメント化、デベ
ロッパーポータルで API を検出可能にすること、製品提供の一部としての API の利用が含まれます。
トピック
• API キーを使用した使用量プランの作成と使用 (p. 510)
• REST API をドキュメント化する (p. 525)
• API Gateway で REST API 用 SDK を生成する (p. 569)
• サーバーレス開発者ポータルを使用して API Gateway API を分類する (p. 585)
• AWS Marketplace で API Gateway API を販売する (p. 593)

API キーを使用した使用量プランの作成と使用
API を作成、テストして、デプロイすると、API Gateway 使用量プランを使用して、顧客への提供商品と
して使用できるようになります。選択した API へのアクセスを顧客に許可する使用量プランと API キーを
設定し、定義した制限とクォータに基づいてこれらの API へのリクエストのスロットリングを開始できま
す。これらは API、または API メソッドレベルで設定できます。

使用量プランおよび API キーとは
使用量プランは、デプロイ済みの API ステージとメソッドにアクセスできるユーザーを指定します。リ
クエストのスロットリングを開始するターゲットリクエストレートを設定することもできます (オプショ
ン)。このプランは、API キーを使用して、各キーの関連付けられた API ステージにアクセスできる API ク
ライアントとユーザーを識別します。
API キーは、API へのアクセスを付与するために顧客のアプリケーションデベロッパーに配布する 英
数字の文字列値です。API キーと Lambda オーソライザー (p. 251)、IAM ロール (p. 243)、または
Amazon Cognito (p. 268) を一緒に使用して API へのアクセスを制御できます。ユーザーに代わって
API Gateway が API キーを生成することも、CSV ファイル (p. 524)からインポートすることもできま
す。API Gateway で API キーを生成することも、外部ソースから API Gateway にインポートすることも
できます。詳細については、「the section called “API Gateway コンソールを使用して API キーをセット
アップする” (p. 513)」を参照してください。
API キーには名前と値があります。(「API キー」と「API キー値」という用語は、し
ばしば同じ意味で使用されます。) 値は、20〜128 文字の英数字の文字列です。例え
ば、apikey1234abcdefghij0123456789 です。

Important
API キー値は一意である必要があります。異なる名前で同じ値の 2 つの API キーを作成しようと
すると、API Gateway はそれらを同じ API キーと見なします。
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API キーを複数の使用量プランと関連付けることができます。使用量プランを複数のステージと
関連付けることができます。ただし、指定された API キーは API の各ステージの 1 つの使用量プ
ランにのみ関連付けることができます。
スロットリングの制限は、リクエストスロットリングを開始するターゲットポイントを設定します。これ
は API、または API メソッドレベルで設定できます。
クォータ制限は、指定した期間内に送信できる API キーを持つリクエストの目標最大数を設定します。個
別の API メソッドを、使用量プラン設定に基づく API キー認証を要求するように設定できます。
スロットリングとクォータ制限は、使用プランのすべての API ステージについて集約される個々の API
キーのリクエストに適用されます。

Note
使用量プランのスロットリングとクォータはハードリミットではなく、ベストエフォートベース
で適用されます。場合によっては、クライアントは設定されているクォータを超えることがあり
ます。コストの管理や API へのアクセスのブロックを行う際に使用プランのクォータやスロット
リングに依存しないでください。AWS Budgets を使用してコストをモニタリングすること、およ
び AWS WAF を使用して API リクエストを管理することを検討してください。

API キーと使用量プランのベストプラクティス
以下は、API キーおよび使用量プランを使用する場合の推奨されるベストプラクティスです。

Important
• API キーを API の認証または承認に使用しないでください。使用量プランに複数の API があ
る場合、その使用量プランの 1 つの API に対して有効な API キーを持つユーザーは、その使
用量プランのすべての API にアクセスできます。代わりに、IAM ロール、Lambda オーソライ
ザー (p. 251)、または Amazon Cognito ユーザープール (p. 268)を使用します。
• API Gateway が生成する API キーを使用します。API キーには機密情報を含めないでくださ
い。クライアントは通常、ログに記録できるヘッダーで機密情報を送信します。
• API を公開するためにデベロッパーポータル (p. 585)を使用している場合は、それらを顧客に表示して
いなくても、指定された使用量プランのすべての API はサブスクライブ可能であることに注意してくだ
さい。
• 場合によっては、クライアントは設定されているクォータを超えることがあります。コストを制御する
ために使用計画に依存しないでください。AWS Budgets を使用してコストをモニタリングすること、お
よび AWS WAF を使用して API リクエストを管理することを検討してください。

使用量プランを設定するステップ
以下のステップは、API 所有者として、顧客のために使用量プランを作成し、設定する方法を示します。

使用プランを設定するには
1.
2.
3.
4.

1 つ以上の API を作成し、API キーを要求するメソッドを設定して、ステージに API をデプロイしま
す。
API を使用するアプリケーションの開発者 (顧客) に配布する API キーを生成またはインポートしま
す。
目的のスロットリングとクォータ制限を持つ使用プランを作成します。
使用量プランに、API ステージと API キーを関連付けます。

API の呼び出し元は、API へのリクエストの x-api-key ヘッダーで、割り当てられた API キーを指定す
る必要があります。
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Note
使用量プランに API メソッドを含めるには、個別の API メソッドを、API キーを要求す
る (p. 513)ように設定する必要があります。考慮すべきベストプラクティスについては、「the
section called “API キーと使用量プランのベストプラクティス” (p. 511)」を参照してください。

API キーのソースを選択する
使用量プランを API と関連付けて API メソッドで API キーを有効にする場合、API への各受信リクエス
トには API キー (p. 6)が含まれている必要があります。API Gateway はキーを読み取り、使用量プランの
キーと照合します。一致する場合、API Gateway は、プランのリクエスト制限とクォータに従ってリクエ
ストを調整します。それ以外の場合は、InvalidKeyParameter 例外がスローされます。その結果、発
信者は 403 Forbidden レスポンスを受け取ります。
API Gateway は 2 つのソースのいずれかから API キーを受け取ることができます。
HEADER
API キーを顧客に配布して、各受信リクエストの X-API-Key ヘッダーとして API キーを渡す必要が
あります。
AUTHORIZER
この認可レスポンスの一部として API キーを返す Lambda オーソライザーを使用することができま
す。認証レスポンスの詳細については、「the section called “Amazon API Gateway Lambda オーソラ
イザーからの出力” (p. 262)」を参照してください。

Note
考慮すべきベストプラクティスについては、「the section called “API キーと使用量プランのベス
トプラクティス” (p. 511)」を参照してください。

API Gateway コンソールを使用して API の API キーのソースを選択するには、次の作業を行いま
す。
1.

[API Gateway コンソール] にサインインします。

2.
3.

既存の API を選択するか、新しい API を作成します。
プライマリナビゲーションペインで、選択した API、または新しく作成した API の下で [設定] を選択
します。

4.

[設定] ペインの [API の主要なソース] セクションの下で、ドロップダウンリストから [HEADER] または
[AUTHORIZER] を選択します。
[Save Changes] を選択します。

5.

AWS CLI を使用して API の API キーのソースを選択するには、次のように update-rest-api コマンド
を呼び出します。
aws apigateway update-rest-api --rest-api-id 1234123412 --patch-operations
op=replace,path=/apiKeySource,value=AUTHORIZER

クライアントが API キーを送信するには、上記の CLI コマンドで value を HEADER に設定します。
API Gateway REST API を使用して API の API キーのソースを選択するには、次のように
restapi:update を呼び出します。
PATCH /restapis/fugvjdxtri/ HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Host: apigateway.us-east-1.amazonaws.com
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X-Amz-Date: 20160603T205348Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential={access_key_ID}/20160603/us-east-1/
apigateway/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date,
Signature={sig4_hash}
{

}

"patchOperations" : [
{
"op" : "replace",
"path" : "/apiKeySource",
"value" : "HEADER"
}
]

オーソライザーに API キーを戻すには、前の value 入力で AUTHORIZER を patchOperations に設定
します。
選択した API キーのソースタイプに応じて、以下のいずれかの手順を使用してヘッダーソースの API
キー、またはメソッド呼び出しでオーソライザーから返される API キーを使用します。

ヘッダーソースの API キーを使用するには
1.

目的の API メソッドで、API を作成します。その API をステージにデプロイします。

2.

新しい使用プランを作成するか、既存のものから選択します。デプロイされた API ステージを使用プ
ランに追加します。使用プランに API キーをアタッチするか、プラン内の既存の API キーを選択しま
す。選択した API キーの値を書き留めます。

3.

API キーを要求するよう API メソッドをセットアップします。

4.

同じステージに API を再デプロイします。新しいステージに API をデプロイする場合は、必ず新しい
API ステージをアタッチするように使用プランを更新します。

これでクライアントから、選択した API キーをヘッダー値とする x-api-key ヘッダーを指定しながら
API メソッドを呼び出すことができるようになりました。

オーソライザーソースの API キーを使用するには
1.

目的の API メソッドで、API を作成します。その API をステージにデプロイします。

2.

新しい使用プランを作成するか、既存のものから選択します。デプロイされた API ステージを使用プ
ランに追加します。使用プランに API キーをアタッチするか、プラン内の既存の API キーを選択しま
す。選択した API キーの値を書き留めます。

3.

トークンタイプのカスタム Lambda オーソライザーを作成します。認証レスポンスのルートレベルの
プロパティとして usageIdentifierKey:{api-key} を含めます。ここで {api-key} は前のス
テップで説明した API キーの値です。

4.

API キーを要求するように API メソッドを設定し、このメソッドでも Lambda オーソライザーを有効
にします。

5.

同じステージに API を再デプロイします。新しいステージに API をデプロイする場合は、必ず新しい
API ステージをアタッチするように使用プランを更新します。

これでクライアントから、明示的に API キーを指定せずに、API キーを要求するメソッドを呼び出すこと
ができるようになりました。オーソライザーから返される API キーは自動的に使用されます。

API Gateway コンソールを使用して API キーをセットアップす
る
API キーを設定するには、以下の作業を行います。
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• API キーを要求するよう API メソッドを設定します。
• リージョンの API 用に API キーを作成またはインポートします。
API キーを設定するには、事前に API を設定し、それをステージにデプロイしている必要があります。
API Gateway コンソールを使用して API を作成し、デプロイする方法については、「Amazon API
Gateway での REST API の作成 (p. 192)」および「Amazon API Gateway での REST API のデプロ
イ (p. 448)」をそれぞれ参照してください。

Note
考慮すべきベストプラクティスについては、「the section called “API キーと使用量プランのベス
トプラクティス” (p. 511)」を参照してください。
トピック
• メソッドで API キーを要求する (p. 514)
• API キーを作成する (p. 514)
• API キーをインポートする (p. 515)

メソッドで API キーを要求する
次の手順では、API キーを要求する API メソッドを設定する方法について説明します。

API キーを要求する API メソッドを設定するには
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/apigateway/ で API
Gateway コンソールを開きます。

2.

REST API を選択します。

3.

API Gateway のメインナビゲーションペインで、[Resources (リソース)] を選択します。

4.

[リソース] で、新しいメソッドを作成するか、既存のメソッドを選択します。

5.

[メソッドリクエスト] を選択します。

6.

[Settings] (設定) セクションで、[API Key Required] (必要な API キー_ に [true] を選択します。

7.

チェックマークアイコンを選択して、設定を保存します。

8.

API をデプロイまたは再デプロイして要件を満たします。

API Key Required オプションを false に設定し、上記の手順を実行しない場合、そのメソッドに対して
は API ステージに関連付けられている API キーが使用されません。

API キーを作成する
使用量プランで使う API キーをすでに作成またはインポートした場合、この手順および次の手順を省略で
きます。

API キーを作成するには
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/apigateway/ で API
Gateway コンソールを開きます。

2.

REST API を選択します。

3.

API Gateway のメインナビゲーションペインで、[API Keys (API キー)] を選択します。

4.

[アクション] ドロップダウンメニューから、[API キーの作成] を選択します。
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5.

6.

[API キーの作成] で、以下の操作を行います。
a.

[Name (名前)] 入力フィールドに、API キー名 (例: MyFirstKey) を入力します。

b.

[Auto Generate (自動生成)] を選択してキーバリューを生成する API Gateway を取得するか、
[Custom (カスタム)] を選択してキーを手動で入力します。

c.

[Save] を選択します。

必要に応じてさらに API キーを作成するには、前述の手順を繰り返します。

API キーをインポートする
次の手順は、使用プランで API キーをインポートする方法について説明します。

API キーをインポートするには
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/apigateway/ で API
Gateway コンソールを開きます。

2.

REST API を選択します。

3.

メインナビゲーションペインで、[API キー] を選択します。

4.

[アクション] ドロップダウンメニューから、[API キーのインポート] を選択します。

5.

カンマ区切りのキーファイルをロードするには、[CSV ファイルの選択] を選択します。キーを手動
で入力することもできます。ファイル形式の詳細については、「the section called “API Gateway API
キーファイルの形式” (p. 524)」を参照してください。
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6.

エラーが発生した場合、[警告を失敗とみなす] を選択してインポートを停止するか、[警告を無視する]
を選択して、エラーが発生した場合に、有効なキーエントリのインポートを継続します。

7.

選択した API キーのインポートを開始するには、[インポート] を選択します。

API キーをセットアップしたので、「使用量プランの作成と使用 (p. 516)」に進むことができます。

API Gateway コンソールで使用量プランを作成、設定、テストす
る
使用量プランを作成する前に、該当する API キーがセットアップされていることを確認します。詳細につ
いては、「API Gateway コンソールを使用して API キーをセットアップする (p. 513)」を参照してくだ
さい。
このセクションでは、API Gateway コンソールを使って使用量プランを作成、使用するための方法ついて
説明します。
トピック
• API をデフォルトの使用量プランに移行する (必要な場合) (p. 516)
• 使用量プランを作成する (p. 517)
• 使用量プランをテストする (p. 519)
• 使用量プランをメンテナンスする (p. 520)

API をデフォルトの使用量プランに移行する (必要な場合)
使用量プラン機能が展開された 2016 年 8 月 11 日以降に API Gateway の使用を開始した場合は、サポー
トされているすべてのリージョンで自動的に使用量プランが有効になっています。
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それ以前に API Gateway の使用を開始した場合は、デフォルトの使用量プランへの移行が必要な場合も
あります。選択したリージョンで使用量プランを初めて使用する前に、使用量プランの有効化オプション
が表示されます。このオプションを有効化すると、既存の API キーに関連付けられた一意の API ステー
ジすべてに、デフォルトの使用量プランが作成されます。デフォルトの使用量プランでは最初にスロット
リングやクォータ制限が設定されていません。API キーと API ステージの関連付けは使用量プランにコ
ピーされます。API は以前と同じように動作します。ただし、指定された API ステージの値 (apiId およ
び stage) を含まれている API キーに関連付ける (UsagePlanKey を使用) には、ApiKey stageKeys プ
ロパティを使用する代わりに、UsagePlan apiStages プロパティを使用する必要があります。
既にデフォルトの使用量プランに移行しているかどうかを確認するには、get-account CLI コマ
ンドを使用します。使用量プランが有効になっている場合は、コマンド出力で features リストに
"UsagePlans" のエントリが含まれます。
次のように AWS CLI を使用して、デフォルトの使用量プランに API を移行することもできます。

AWS CLI を使用してデフォルトの使用量プランに移行する
1.

この CLI コマンド update-account を呼び出します。

2.

cli-input-json パラメーターには次の JSON を使用します。
[

]

{

}

"op": "add",
"path": "/features",
"value": "UsagePlans"

使用量プランを作成する
次の手順は、使用量プランを作成する方法を説明します。

使用量プランを作成するには
1.

Amazon API Gateway のメインナビゲーションペインで、[使用量プラン] を選択し、次に [作成] を選
択します。

2.

[使用プランの作成] で、以下の操作を行います。
a.

[Name (名前)] に、プランの名前を入力します (例: Plan_A)。

b.

[Description (説明)] にプランの説明を入力します。

c.

[スロットリングの有効化] を選択し、[レート] (例: 100) と [バースト] (例: 200) を設定します。

d.

[クォータを有効にする] を選択し、指定した時間間隔 (例: 月) の制限の値 (例: 5000) を設定しま
す。

e.

[Next] を選択します。
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3.

4.

プランにステージを追加するには、[関連付けられた API ステージ] ペインで、以下の操作を行いま
す。
a.

[API ステージの追加] を選択します。

b.

[API] ドロップダウンリストから、API (例: PetStore) を選択します。

c.

[ステージ] ドロップダウンリストから、ステージ (例: Stage_1) を選択します。

d.

チェックマークのアイコンを選択して保存します。

メソッドスロットリングを設定するには、以下を実行します。
a.

[Configure Method Throttling (メソッドスロットリングの設定)] を選択します。

b.

[Add Resource/Method (リソース/メソッドの追加)] を選択します。

c.

[Resource (リソース)] ドロップダウンメニューからリソースを選択します。

d.

[メソッド] ドロップダウンメニューからメソッドを選択します。
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5.

e.

[Rate (requests per second) (レート – 1 秒あたりのリクエスト)] (例: 100) および [バースト] (例:
200) を設定します。

f.

チェックマークのアイコンを選択して保存します。

g.

[Close] を選択します。

プランにキーを追加するには、[API キー] タブで以下の操作を行います。
a.

既存のキーを使用する場合は、[API キーを使用量プランに追加] を選択します。

b.

[Name (名前)] に追加するキーの名前 (例: MyFirstKey) を入力します。

c.

チェックマークのアイコンを選択して保存します。

d.

必要に応じて、前述の手順を繰り返して、他の既存の API キーをこの使用量プランに追加しま
す。

Note
または、新しい API キーを作成して使用プランに追加する場合は、[Create API Key and add
to Usage Plan (API キーを作成して使用プランに追加)] を選択し、手順に従います。

Note
API キーを複数の使用量プランと関連付けることができます。使用量プランを複数のステー
ジと関連付けることができます。ただし、指定された API キーは API の各ステージの 1 つの
使用量プランにのみ関連付けることができます。
6.

使用量プランの作成を終了するには、[完了] を選択します。

7.

使用量プランに API ステージを追加する場合は、[API ステージの追加] を選択して、前述のステップ
を繰り返します。

使用量プランをテストする
使用量プランをテストするには、AWS SDK、AWS CLI、または REST API クライアント (Postman な
ど) を使用できます。使用量プランのテストに Postman を使用する例については、「使用量プランのテス
ト (p. 523)」を参照してください。
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使用量プランをメンテナンスする
使用量プランのメンテナンスには、特定の期間の使用されたクォータおよび残りのクォータのモニタリン
グ、および、必要に応じて、指定された量の残りのクォータの拡張が含まれます。次の手順は、クォータ
を監視し拡張する方法を説明します。

使用されたクォータおよび残りのクォータを監視するには
1.

API Gateway のメインナビゲーションペインで、[使用量プラン] を選択します。

2.

使用量プランのリストから使用量プランを選択します。

3.

指定したプラン内から [API キー] を選択します。

4.

API キーを選択し、[使用量] を選択して、モニタリングしているプランから [Subscriber's Traffic (サブ
スクライバーのトラフィック)] を表示します。

5.

必要に応じて、[エクスポート] を選択し、[開始日] の日付および [終了日] の日付を選択して、エクス
ポートデータの形式 [JSON] または [CSV] を選択した後に、[エクスポート] を選択します。
次の例では、エクスポートされたファイルの例を示します。
{

}

"thisPeriod": {
"px1KW6...qBazOJH": [
[
0,
5000
],
[
0,
5000
],
[
0,
10
]
]
},
"startDate": "2016-08-01",
"endDate": "2016-08-03"

この例の使用状況データは、API キー (px1KW6...qBazOJH) によって識別される、2016 年 8 月 1 日
から 2016 年 8 月 3 日の、API クライアントの毎日の使用状況データです。それぞれの毎日の使用状
況データは使用されたクォータおよび残りのクォータを表示します。この例では、サブスクライバは
割り当てられたクォータをまだ使用していないため、API 所有者または管理者は残りのクォータを 3
日目に 5000 から 10 に削減しました。

残りのクォータを拡張するには
1.

前述の手順のステップ 1 ～ 3 を繰り返します。

2.

使用量プランペインで、使用量プランウィンドウから [拡張] を選択します。

3.

[Remaining (残り)] リクエストクォータの数を入力します。

4.

[保存] を選択します。

API Gateway REST API を使用して API キーをセットアップする
API キーを設定するには、以下の作業を行います。
520

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
使用量プラン

• API キーを要求するよう API メソッドを設定します。
• リージョンの API 用に API キーを作成またはインポートします。
API キーを設定するには、事前に API を設定し、それをステージにデプロイしている必要があります。
API の作成およびデプロイのための REST API コールについては、「restapi:create」および
「deployment:create」をそれぞれ参照してください。

Note
考慮すべきベストプラクティスについては、「the section called “API キーと使用量プランのベス
トプラクティス” (p. 511)」を参照してください。
トピック
• メソッドで API キーを要求する (p. 521)
• API キーの作成またはインポート (p. 521)

メソッドで API キーを要求する
メソッドの API キーを要求するには、次のいずれかを実行します。
• method:put を呼び出してメソッドを作成します。リクエストペイロードで apiKeyRequired を
true に設定します。
• method:update を呼び出して apiKeyRequired を true に設定します。

API キーの作成またはインポート
API キーを作成またはインポートするには、次のいずれかを実行します。
• apikey:create を呼び出して API キーを作成します。
• apikey:import を呼び出して、ファイルから API キーをインポートします。ファイル形式について
は、「API Gateway API キーファイルの形式 (p. 524)」を参照してください。
API キーが作成できたら、「API Gateway CLI および REST API を使用してテスト使用量プランを作成、
設定、およびテストする (p. 521)」に進むことができます。

API Gateway CLI および REST API を使用してテスト使用量プラ
ンを作成、設定、およびテストする
使用量プランを設定する前に、以下がすでに完了している必要があります。選択した API のメソッドで
API キーが要求されるようセットアップ、API をステージにデプロイまたは再デプロイ、1 つ以上の API
キーを作成またはインポート。詳細については、「API Gateway REST API を使用して API キーをセット
アップする (p. 520)」を参照してください。
API Gateway REST API を使用して使用量プランを設定するには、使用量プランに追加する API を既に作
成したものと仮定して、次の手順を実行します。
トピック
• デフォルトの使用量プランへの移行 (p. 522)
• 使用量プランを作成する (p. 522)
• AWS CLI を使用して使用量プランを管理する (p. 523)
• 使用量プランのテスト (p. 523)
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デフォルトの使用量プランへの移行
最初に使用量プランを作成する場合は、account:update を次の本文と共に呼び出して、選択した API
キーに関連付けられている既存の API ステージを使用量プランに移行できます。
{

}

"patchOperations" : [ {
"op" : "add",
"path" : "/features",
"value" : "UsagePlans"
} ]

API キーに関連付けられている API ステージの移行については、「API Gateway コンソールでデフォルト
の使用量プランに移行する (p. 516)」を参照してください。

使用量プランを作成する
次の手順は、使用量プランを作成する方法を説明します。

REST API を使用して、使用量プランを作成するには
1.

usageplan:create を呼び出して、使用量プランを作成します。ペイロードで、プランの名前と説
明、関連付けられた API ステージ、レート制限、およびクォータを指定します。
結果として生じる使用プランの識別子を書き留めます。これは次の手順で必要です。

2.

次のいずれかを行ってください。
a.

usageplankey:create を呼び出して、使用量プランに API キーを追加します。ペイロードで
keyId と keyType を指定します。
使用量プランに API キーを追加するには、一度に 1 つの API キーずつ、前の呼び出しを繰り返し
ます。

b.

apikey:import を呼び出して、指定した使用量プランに 1 つ以上の API キーを直接追加しま
す。リクエストペイロードは API キー値、関連付けられた使用量プランの識別子、キーが使用量
プランに有効であることを示すブーリアン型フラグ、および、場合によっては、API キーの名前
と説明を含む必要があります。
apikey:import リクエストの次の例では、3 つの API キー (key、name、および
description により識別される) が、1 つの使用量プラン (usageplanIds により識別される)
に追加されます。
POST /apikeys?mode=import&format=csv&failonwarnings=fase HTTP/1.1
Host: apigateway.us-east-1.amazonaws.com
Content-Type: text/csv
Authorization: ...
key,name, description, enabled,
abcdef1234ghijklmnop8901234567,
abcdef1234ghijklmnop0123456789,
abcdef1234ghijklmnop9012345678,

usageplanIds
importedKey_1, firstone, tRuE, n371pt
importedKey_2, secondone, TRUE, n371pt
importedKey_3,
, true, n371pt

その結果、3 つの UsagePlanKey リソースが作成されて、UsagePlan に追加されます。
この方法で API キーを複数の使用プランに追加することもできます。これを行うには、各
usageplanIds 列の値を、選択した使用量プランの識別子を含むカンマ区切り文字列に変更し、
引用符で囲みます ("n371pt,m282qs" または 'n371pt,m282qs')。
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Note
API キーを複数の使用量プランと関連付けることができます。使用量プランを複数のス
テージと関連付けることができます。ただし、指定された API キーは API の各ステージ
の 1 つの使用量プランにのみ関連付けることができます。

AWS CLI を使用して使用量プランを管理する
次のコード例は、update-usage-plan コマンドを呼び出して、使用量プランのメソッドレベルのスロッ
トリング設定を追加、削除、または変更する方法を示します。

Note
us-east-1 を変更して、API に適切なリージョン値を指定してください。
個々のリソースとメソッドのスロットリングのレート制限を追加または置換するには。
aws apigateway --region us-east-1 update-usage-plan --usage-plan-id <planId> --patchoperations
op="replace",path="/apiStages/<apiId>:<stage>/
throttle/<resourcePath>/<httpMethod>/rateLimit",value="0.1"

個々のリソースとメソッドのスロットリングのバースト制限を追加または置換するには。
aws apigateway --region us-east-1 update-usage-plan --usage-plan-id <planId>
--patch-operations op="replace",path="/apiStages/<apiId>:<stage>/
throttle/<resourcePath>/<httpMethod>/burstLimit",value="1"

個々のリソースとメソッドのメソッドレベルのスロットリング設定を追加または置換するには。
aws apigateway --region us-east-1 update-usage-plan --usage-plan-id <planId>
--patch-operations op="remove",path="/apiStages/<apiId>:<stage>/
throttle/<resourcePath>/<httpMethod>",value=""

API のメソッドレベルのスロットリング設定をすべて削除するには。
aws apigateway --region us-east-1 update-usage-plan --usage-plan-id <planId> --patchoperations op="remove",path="/apiStages/<apiId>:<stage>/throttle ",value=""

Pet Store サンプル API を使用する例を次に示します。
aws apigateway --region us-east-1 update-usage-plan --usage-plan-id <planId> --patchoperations
op="replace",path="/apiStages/<apiId>:<stage>/throttle",value='"{\"/
pets/GET\":{\"rateLimit\":1.0,\"burstLimit\":1},\"//GET\":{\"rateLimit\":1.0,\"burstLimit
\":1}}"'

使用量プランのテスト
例として、チュートリアル: サンプルをインポートして REST API を作成する (p. 36) で作成される
PetStore API を使用します。API は Hiorr45VR...c4GJc の API キーを使用するように設定されると仮
定します。以下の手順では、使用プランをテストする方法について説明します。

使用プランをテストするには
•

使用量プランの API (例: GET) の、/pets クエリパラメータを使用して、Pets リソース (?
type=...&page=...) で、xbvxlpijch リクエストを作成します。
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GET /testStage/pets?type=dog&page=1 HTTP/1.1
x-api-key: Hiorr45VR...c4GJc
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: xbvxlpijch.execute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com
X-Amz-Date: 20160803T001845Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential={access_key_ID}/20160803/ap-southeast-1/
execute-api/aws4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-date;x-api-key,
Signature={sigv4_hash}

Note
API Gateway の execute-api コンポーネントにこのリクエストを送信して、必要な
Hiorr45VR...c4GJc ヘッダーで、必要な API キー (例: x-api-key) を提供する必要があ
ります。
正常なレスポンスでは、200 OK ステータスコード、およびバックエンドからリクエストされた結果
を含むペイロードが返されます。x-api-key ヘッダーの設定を忘れるか、不正なキーを設定した場
合は、403 Forbidden レスポンスが表示されます。ただし、必要な API キーにメソッドを設定しな
かった場合は、200 OK ヘッダーを正しく設定したかどうかにかかわらず、x-api-key レスポンスが
表示され、使用量プランのスロットリングとクォータ制限はバイパスされます。
API Gateway がリクエストに使用量プランスロットリング制限またはクォータを適用できない内部
エラーが発生することがあります。この場合、API Gateway では使用量プランで指定されたスロッ
トリング制限またはクォータを適用せずにリクエストを処理します。ただし、CloudWatch に Usage
Plan check failed due to an internal error のエラーメッセージが記録されます。ときど
き起こるこのようなエラーは無視してかまいません。

API Gateway API キーファイルの形式
API Gateway はカンマ区切り値 (CSV) 形式の外部ファイルから API キーをインポートでき、インポートさ
れたキーを 1 つ以上の使用量プランに関連付けます。インポートされたファイルには、Name および Key
列が含まれている必要があります。次の例のように、列のヘッダー名は大文字小文字を区別せず、順序は
任意です。
Key,name
apikey1234abcdefghij0123456789,MyFirstApiKey

値の [Key] は、30～128 文字の間である必要があります。
次の例のように、API キーファイルには、Description、Enabled、または UsagePlanIds 列もありま
す。
Name,key,description,Enabled,usageplanIds
MyFirstApiKey,apikey1234abcdefghij0123456789,An imported key,TRUE,c7y23b

次の例のように、キーが複数の使用量プランに関連付けられる場合、UsagePlanIds 値は、二重引用符ま
たは一重引用符で囲まれたカンマ区切り文字列の使用量プラン ID です。
Enabled,Name,key,UsageplanIds
true,MyFirstApiKey,apikey1234abcdefghij0123456789,"c7y23b,glvrsr"

認識されない列は許可されますが、無視されます。デフォルト値は、空の文字列または true ブール値で
す。
同じ API キーを複数回インポートすることができ、最新バージョンは前のキーを上書きします。key 値が
同じ場合、2 つの API キーは同一です。
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Note
考慮すべきベストプラクティスについては、「the section called “API キーと使用量プランのベス
トプラクティス” (p. 511)」を参照してください。

REST API をドキュメント化する
顧客が API について理解して使いやすくするため、API をドキュメント化してください。API をドキュメ
ント化しやすいように、API Gateway では API 開発プロセスの不可欠な部分として個々の API エンティ
ティのヘルプコンテンツを追加および更新できます。API Gateway にはソースコンテンツが保存され、さ
まざまなバージョンのドキュメントをアーカイブできます。ドキュメントバージョンと API ステージを関
連付けたり、ステージ固有のドキュメントスナップショットを外部 OpenAPI ファイルにエクスポートした
り、ファイルをドキュメントの出版物として配布したりすることができます。
API をドキュメント化するには、API Gateway REST API を呼び出して、API Gateway 用の AWS SDK
または AWS CLI のを使用するか、API Gateway コンソールを使用することができます。加えて、外部
OpenAPI ファイルで定義されたドキュメントパーツをインポートまたはエクスポートすることができま
す。API をドキュメント化する方法を説明する前に、API ドキュメントが API Gateway でどのように表現
されるかを示します。
トピック
• API Gateway での API ドキュメントの表現 (p. 525)
• API Gateway コンソールを使用して API を文書化する (p. 534)
• API Gateway コンソールを使用して API ドキュメントを公開する (p. 543)
• API Gateway REST API を使用して API を文書化する (p. 543)
• API Gateway REST API を使用した API ドキュメントを公開する (p. 558)
• API ドキュメントのインポート (p. 565)
• API ドキュメントへのアクセスの制御 (p. 569)

API Gateway での API ドキュメントの表現
API Gateway API ドキュメントは、API、リソース、メソッド、リクエスト、レスポンス、メッセージパ
ラメータ (つまり、パス、クエリ、ヘッダー) と、オーソライザーおよびモデルを含む特定の API エンティ
ティと関連付けられた個々のドキュメントパートで構成されます。
API Gateway では、ドキュメントパートは DocumentationPart リソースにより表現されます。API ドキュ
メント全体は、DocumentationParts コレクションとして表現されます。
API をドキュメント化するには、DocumentationPart インスタンスを作成して DocumentationParts
コレクションに追加し、API の展開に応じてドキュメントパーツのバージョンを維持することが必要で
す。
トピック
• ドキュメントパーツ (p. 525)
• ドキュメントバージョン (p. 534)

ドキュメントパーツ
DocumentationPart リソースは、個々の API エンティティに適用されるドキュメントコンテンツが保存さ
れる JSON オブジェクトです。その properties フィールドには、ドキュメントコンテンツがキー/値ペ
アのマップとして含まれています。その location プロパティは、関連付けられた API エンティティを識
別します。
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コンテンツマップのシェイプは、API デベロッパーであるお客様が決定します。キー/値ペアの値は、文字
列、数値、ブール値、オブジェクト、配列のいずれかです。location オブジェクトのシェイプは、ター
ゲットとなるエンティティタイプによって異なります。
DocumentationPart リソースでは、コンテンツの継承がサポートされます。API エンティティのドキュ
メントコンテンツは、その API エンティティの子に適用されます。子エンティティとコンテンツ継承の定
義の詳細については、「より一般的な仕様の API エンティティからのコンテンツの継承 (p. 527)」を参
照してください。

ドキュメントパーツの場所
DocumentationPart インスタンスの location プロパティは、関連付けられた
コンテンツが適用される API エンティティを識別します。API エンティティ
は、RestApi、Resource、Method、MethodResponse、Authorizer、Model などの API Gateway REST API
リソースです。エンティティは、URL パスパラメーター、クエリ文字列パラメーター、リクエストまたは
レスポンスヘッダーパラメーター、リクエストまたはレスポンス本部、レスポンスステータスコードなど
のメッセージパラメーターでもかまいません。

API エンティティを指定するには、location オブジェクトの type 属性を
API、AUTHORIZER、MODEL、RESOURCE、METHOD、PATH_PARAMETER、QUERY_PARAMETER、REQUEST_HEADER、R
のいずれかに設定します。
API エンティティの type によっては、method、name、path、statusCode などの他の location 属
性を指定する必要があります。これらのすべての属性が特定の API エンティティで有効なわけではあ
りません。たとえば、type, path、name、statusCode は RESPONSE エンティティの有効な属性で
す。type エンティティの有効な location 属性は path と RESOURCE だけです。特定の API エンティティ
の location の DocumentationPart に無効なフィールドを含めるとエラーになります。
有効な location フィールドがすべて必須なわけではありません。たとえば、type は、すべての API
エンティティで有効かつ必須の location フィールドです。一方、method、path、statusCode
は、RESPONSE エンティティで有効ですが、必須の属性ではありません。明示的に指定されていない場
合、有効な location フィールドではそのデフォルト値が使用されます。path のデフォルト値は /、つ
まり API のルートリソースです。method または statusCode のデフォルト値は * です。これは、ぞれ
ぞれ任意のメソッドまたはステータスコードを意味します。

ドキュメントパーツのコンテンツ
properties 値は、JSON 文字列としてエンコードされます。properties 値には、ドキュメント要件を
満たすために選択した情報がすべて含まれます。たとえば、有効なコンテンツマップを以下に示します。
{

}

"info": {
"description": "My first API with Amazon API Gateway."
},
"x-custom-info" : "My custom info, recognized by OpenAPI.",
"my-info" : "My custom info not recognized by OpenAPI."

API Gateway は任意の有効な JSON 文字列をコンテンツマップとして受け入れますが、コンテンツ属性
は 2 つのカテゴリ (OpenAPI が認識できるカテゴリと認識できないカテゴリ) として扱われます。前の例
では、info、description、x-custom-info が OpenAPI により標準の OpenAPI オブジェクト、プ
ロパティ、または拡張として認識されます。一方、my-info は OpenAPI 仕様に準拠していません。API
Gateway は、OpenAPI 準拠のコンテンツ属性を、関連付けられた DocumentationPart インスタンスか
ら API エンティティ定義に伝達します。API Gateway は、非準拠のコンテンツ属性を API エンティティ定
義に伝達しません。
別の例として、DocumentationPart エンティティのターゲットとなった Resource を示します。
{

"location" : {
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"type" : "RESOURCE",
"path": "/pets"

}

},
"properties" : {
"summary" : "The /pets resource represents a collection of pets in PetStore.",
"description": "... a child resource under the root...",
}

ここでは、type と path の両方が RESOURCE タイプを識別するための有効なフィールドです。ルートリ
ソース (/) では、path フィールドを省略できます。
{

}

"location" : {
"type" : "RESOURCE"
},
"properties" : {
"description" : "The root resource with the default path specification."
}

これは、次の DocumentationPart インスタンスと同じです。
{

}

"location" : {
"type" : "RESOURCE",
"path": "/"
},
"properties" : {
"description" : "The root resource with an explicit path specification"
}

より一般的な仕様の API エンティティからのコンテンツの継承
オプションの location フィールドのデフォルト値では、API エンティティのパターン化された説
明が提供されます。location オブジェクトでデフォルト値を使用すると、properties マップ内
の全般的な説明を、このタイプの DocumentationPart パターンを持つ location インスタンス
に追加できます。API Gateway は、汎用 API エンティティの DocumentationPart から該当する
OpenAPI ドキュメント属性を抽出し、一般的な location パターンに一致するか、正確な値に一致す
る location フィールドを持つ特定の API エンティティに挿入します。ただし、特定のエンティティに
DocumentationPart インスタンスが既に関連付けられている場合を除きます。この動作は、より全般的
な仕様の API エンティティからのコンテンツ継承とも呼ばれます。
コンテンツ継承は、特定の API エンティティのタイプには適用されません。詳細については以下の表を参
照してください。
API エンティティが複数の DocumentationPart の位置パターンに一致する場合、そのエンティ
ティは優先度と具体性が最も高い位置フィールドを持つドキュメントパーツを継承します。優先順位
は、path、statusCode の順です。path フィールドと一致させるため、API Gateway は最も具体的なパ
ス値を持つエンティティを選択します。次の表に、いくつかの例とともにこれを示します。
ケー path
ス

statusCodename

解説

1

*

この
位
置パ

/pets

id
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ケー path
ス

解説

statusCodename

ター
ンに
関連
付け
られ
たド
キュ
メン
ト
は、
位
置パ
ター
ンに
一致
する
エン
ティ
ティ
に
よっ
て継
承さ
れま
す。
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ケー path
ス

statusCodename

解説

2

200

この
位
置パ
ター
ンに
関連
付け
られ
たド
キュ
メン
ト
は、
ケー
ス
1と
ケー
ス2
の両
方が
一致
する
場合
に位
置パ
ター
ンに
一致
する
エン
ティ
ティ
に
よっ
て継
承さ
れま
す。
ケー
ス
2の
方が
ケー
ス
1よ
り具
体的
だか
らで
す。

/pets

id
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ケー path
ス

statusCodename

解説

3

*

この
位
置パ
ター
ンに
関連
付け
られ
たド
キュ
メン
ト
は、
ケー
ス
1、2、
およ
び
3が
一致
する
場合
に位
置パ
ター
ンに
一致
する
エン
ティ
ティ
に
よっ
て継
承さ
れま
す。
ケー
ス
3の
方が
ケー
ス
2よ
り優
先度
が高
く、
ケー
ス
1よ
り具
体的
だか

/pets/
petId

id
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ケー path
ス

解説

statusCodename

らで
す。
ここでは、汎用的な DocumentationPart インスタンスと具体的なインスタンスの違いを別の例で示
します。上書きされていない限り、全般的なエラーメッセージ "Invalid request error" が 400 エ
ラーレスポンスの OpenAPI 定義に挿入されます。
{

}

"location" : {
"type" : "RESPONSE",
"statusCode": "400"
},
"properties" : {
"description" : "Invalid request error."
}"

次のように上書きすると、400 リソースでのすべてのメソッドに対する /pets レスポンスに、説明
"Invalid petId specified" が代わりに挿入されます。
{

}

"location" : {
"type" : "RESPONSE",
"path": "/pets",
"statusCode": "400"
},
"properties" : "{
"description" : "Invalid petId specified."
}"

DocumentationPart の有効な位置フィールド
次の表に、特定のタイプの API エンティティに関連付けられた DocumentationPart リソースの有効な
フィールド、必須のフィールド、および適用可能なデフォルト値を示します。
API エン
ティティ
API

有効な位置フィールド

{

必須の位置
フィールド

デフォルトフィール 継承可能なコ
ド値
ンテンツ

type

該当なし

いいえ

}

type

path の初期値は で
す。/

いいえ

"location": {
"type": "API"
},
...

[Resource]
{
(リソース)

"location": {
"type": "RESOURCE",
"path":
"resource_path"
},
...

}
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API エン
ティティ
方法

有効な位置フィールド

{

必須の位置
フィールド

デフォルトフィール 継承可能なコ
ド値
ンテンツ

type

path と method の
デフォルト値は、
それぞれ / と * で
す。

はい。プレ
フィックス
により path
に一致し、
任意の値の
method に一
致します。

type

path と method の
デフォルト値は、
それぞれ / と * で
す。

はい。プレ
フィックスに
より path に
一致し、正確
な値により
method に一
致します。

type

path と method の
デフォルト値は、
それぞれ / と * で
す。

はい。プレ
フィックスに
より path に
一致し、正確
な値により
method に一
致します。

type, name

path と method の
デフォルト値は、
それぞれ / と * で
す。

はい。プレ
フィックスに
より path に
一致し、正確
な値により
method に一
致します。

"location": {
"type": "METHOD",
"path":
"resource_path",
"method":
"http_verb"
},
...

}

クエリパ
ラメー
ター

{

"location": {
"type":
"QUERY_PARAMETER",
"path":
"resource_path",
"method":
"HTTP_verb",
"name":
"query_parameter_name"
},
...

}

リクエス
トボディ

{

"location": {
"type":
"REQUEST_BODY",
"path":
"resource_path",
"method":
"http_verb"
},
...

}

リクエス
トヘッ
ダーパラ
メーター

{

"location": {
"type":
"REQUEST_HEADER",
"path":
"resource_path",
"method":
"HTTP_verb",
"name":
"header_name"
},
...

}

532

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
API ドキュメント

API エン
ティティ
リクエス
トパス
パラメー
ター

レスポン
ス

有効な位置フィールド

{

必須の位置
フィールド

デフォルトフィール 継承可能なコ
ド値
ンテンツ

type, name

path と method の
デフォルト値は、
それぞれ / と * で
す。

type

はい。プレ
path、method、statusCode
のデフォルト値は、 フィックスに
より path に
それぞれ /、*、*
一致し、正
です。
確な値によ
り method と
statusCode
に一致しま
す。

type, name

はい。プレ
path、method、statusCode
のデフォルト値は、 フィックスに
より path に
それぞれ /、*、*
一致し、正
です。
確な値によ
り method と
statusCode
に一致しま
す。

type

はい。プレ
path、method、statusCode
のデフォルト値は、 フィックスに
より path に
それぞれ /、*、*
一致し、正
です。
確な値によ
り method と
statusCode
に一致しま
す。

"location": {
"type":
"PATH_PARAMETER",
"path": "resource/
{path_parameter_name}",
"method":
"HTTP_verb",
"name":
"path_parameter_name"
},
...
}

{

"location": {
"type": "RESPONSE",
"path":
"resource_path",
"method":
"http_verb",
"statusCode":
"status_code"
},
...

はい。プレ
フィックスに
より path に
一致し、正確
な値により
method に一
致します。

}

レスポン
スヘッ
ダー

{

"location": {
"type":
"RESPONSE_HEADER",
"path":
"resource_path",
"method":
"http_verb",
"statusCode":
"status_code",
"name":
"header_name"
},
...

}

レスポン
ス本文

{

"location": {
"type":
"RESPONSE_BODY",
"path":
"resource_path",
"method":
"http_verb",
"statusCode":
"status_code"
},
...

}
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API エン
ティティ
オーソラ
イザー

有効な位置フィールド

{

必須の位置
フィールド

デフォルトフィール 継承可能なコ
ド値
ンテンツ

type

該当なし

いいえ

type

該当なし

いいえ

"location": {
"type":
"AUTHORIZER",
"name":
"authorizer_name"
},
...

}

[Model]
(モデル)

{

}

"location": {
"type": "MODEL",
"name": "model_name"
},
...

ドキュメントバージョン
ドキュメントバージョンは、API の DocumentationParts コレクションのスナップショットであり、バー
ジョン識別子でタグ付けされます。API のドキュメントを発行するには、ドキュメントバージョンを作成
して API ステージに関連付け、そのステージ固有のバージョンの API ドキュメントを外部 OpenAPI ファ
イルにエクスポートします。API Gateway では、ドキュメントスナップショットが DocumentationVersion
リソースとして表現されます。
API を更新するとき、新しいバージョンの API を作成します。API Gateway で
は、DocumentationVersions コレクションを使用してすべてのドキュメントバージョンを維持します。

API Gateway コンソールを使用して API を文書化する
このセクションでは、API Gateway コンソールを使用して API のドキュメントパートを作成および維持す
る方法について説明します。
API のドキュメントを作成および編集するための前提条件は、すでに API を作成していることです。この
セクションでは、例として PetStore API を使用します。API Gateway コンソールを使用して API を作成
するには、「チュートリアル: サンプルをインポートして REST API を作成する (p. 36)」の手順に従いま
す。
トピック
• API エンティティのドキュメント化 (p. 535)
• RESOURCE エンティティのドキュメント化 (p. 537)
• METHOD エンティティのドキュメント化 (p. 537)
• QUERY_PARAMETER エンティティのドキュメント化 (p. 538)
• PATH_PARAMETER エンティティのドキュメント化 (p. 539)
• REQUEST_HEADER エンティティのドキュメント化 (p. 539)
• REQUEST_BODY エンティティのドキュメント化 (p. 540)
• RESPONSE エンティティのドキュメント化 (p. 540)
• RESPONSE_HEADER エンティティのドキュメント化 (p. 541)
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• RESPONSE_BODY エンティティのドキュメント化 (p. 541)
• MODEL エンティティのドキュメント化 (p. 541)
• AUTHORIZER エンティティのドキュメント化 (p. 542)

API エンティティのドキュメント化
API エンティティのドキュメントパーツを追加するには、PetStore API から [リソース] を選択します。[ア
クション] - [API ドキュメントの編集] メニュー項目を選択します。

API のドキュメントパーツが作成されなかった場合、ドキュメントパーツの properties マップエディ
ターを取得します。テキストエディターに次の properties マップを入力し、[保存] を選択してドキュメ
ントパーツを作成します。
{

}

"info": {
"description": "Your first API Gateway API.",
"contact": {
"name": "John Doe",
"email": "john.doe@api.com"
}
}

Note
properties マップを JSON 文字列にエンコードする必要はありません。API Gateway コンソー
ルにより、JSON オブジェクトが自動的に stringify されます。
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ドキュメントパーツがすでに作成されている場合、次に示すようにまず properties マップビューワーを
取得します。
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[編集] を選択すると、前に示したように properties マップエディターが表示されます。

RESOURCE エンティティのドキュメント化
API のルートリーソースのドキュメントパーツを追加または編集するには、[リソース] ツリーで [/] を選択
し、[アクション → リソースドキュメントの編集] メニュー項目を選択します。
このエンティティのドキュメントパーツが作成されなかった場合、[ドキュメント] ウィンドウを取得しま
す。エディターに有効な properties マップを入力します。次に、[保存] と [閉じる] を選択します。
{
}

"description": "The PetStore's root resource."

RESOURCE エンティティのドキュメントパーツがすでに定義されている場合、ドキュメントビューワーを
取得します。[編集] を選択して [ドキュメント] エディターを開きます。既存の properties マップを変更
します。[保存] を選択し、[閉じる] を選択します。
必要に応じて、これらのステップを繰り返してドキュメントパーツを他の RESOURCE エンティティに追加
します。

METHOD エンティティのドキュメント化
ルートリソースの GET メソッドを例として使用して METHOD エンティティのドキュメントを追加または編
集するには、[/] リソースで [GET] を選択し、[Actions (アクション) → Edit Method Documentation (メソッ
ドドキュメントの編集)] メニュー項目を選択します。
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新しいドキュメントパーツの場合、[ドキュメント] ウィンドウで [ドキュメント] エディターに次の
properties マップを入力します。次に、[保存] と [閉じる] を選択します。
{
}

"tags" : [ "pets" ],
"description" : "PetStore HTML web page containing API usage information"

既存のドキュメントの場合、[ドキュメント] ビューワーから [編集] を選択します。[ドキュメント] エディ
ターでドキュメントコンテンツを編集し、[保存] を選択します。[Close] を選択します。
[ドキュメント] ビューワーからは、ドキュメントパーツを削除することもできます。
必要に応じて、これらのステップを繰り返してドキュメントパーツを他のメソッドに追加します。

QUERY_PARAMETER エンティティのドキュメント化
GET /pets?type=...&page=... メソッドを例として使用して、リクエストクエリパラメータのドキュ
メントパーツを追加または編集するには、[Resources] (リソース) ツリーから [/pets] で [GET] を選択しま
す。[メソッドの実行] ウィンドウで [メソッドリクエスト] を選択します。[URL クエリ文字列パラメータ]
セクションを展開します。[ページ] クエリパラメータを選択し、たとえば書籍のアイコンを選択して [ド
キュメント] ビューワーまたはエディターを開きます。

または、メインナビゲーションペインから [PetStore] API で [ドキュメント] を選択できます。次に、[タイ
プ] として Query Parameter を選択します。PetStore サンプル API の場合、これにより page および
type クエリパラメータのドキュメントパーツが表示されます。
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他のメソッドに定義されたクエリパラメータを持つ API の場合、[パス] に影響を受けるリソースの path
を指定する、[メソッド] から目的の HTTP メソッドを選択する、または [名前] にクエリパラメータ名を入
力することにより、選択内容をフィルタリングできます。
たとえば、page クエリパラメータを選択します。[編集] を選択して、既存のドキュメントを編集します。
[保存] を選択して変更を保存します。
QUERY_PARAMETER エンティティの新しいドキュメントパーツを追加するには、[ドキュメントパーツの
作成] を選択します。[タイプ] で [Query Parameter] を選択します。[パス] にリソースパス (/pets など)
を入力します。[メソッド] で HTTP 動詞 (GET など) を選択します。テキストエディターに properties
と入力します。次に、[Save ] を選択します。
必要に応じて、これらのステップを繰り返して、他のリクエストクエリパラメーターにドキュメントパー
ツを追加します。

PATH_PARAMETER エンティティのドキュメント化
パスパラメータのドキュメントを追加または編集するには、パスパラメータにより指定されたリソース
でメソッドの [メソッドリクエスト] に移動します。[リクエストパス] セクションを展開します。パスパラ
メータの書籍のアイコンを選択し、[ドキュメント] ビューワーまたはエディターを開きます。ドキュメン
トパーツのプロパティを追加または変更します。
または、メインナビゲーションペインから [PetStore] API で [ドキュメント] を選択します。[タイプ] で
[Path Parameter] を選択します。リストからパスパラメータの [編集] を選択します。コンテンツを変更
して、[保存] を選択します。
リストされていないパスパラメータを追加するには、[ドキュメントパーツの作成] を選択します。[タイ
プ] で [パスパラメータ] を選択します。[パス] でリソースパスを設定し、[メソッド] からメソッドを選択
して、[名前] でパスパラメータ名を設定します。ドキュメントのプロパティを追加し、[保存] を選択しま
す。
必要に応じて、これらのステップを繰り返し、他のパスパラメーターにドキュメントパーツを追加する
か、編集します。

REQUEST_HEADER エンティティのドキュメント化
リクエストヘッダーのドキュメントを追加または編集するには、ヘッダーパラメータを含むメソッドの [メ
ソッドリクエスト] に移動します。[HTTP リクエストヘッダー] セクションを展開します。ヘッダーの書籍
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のアイコンを選択し、[ドキュメント] ビューワーまたはエディターを開きます。ドキュメントパーツのプ
ロパティを追加または変更します。
メインナビゲーションペインから API で [ドキュメント] を選択することもできます。次に、[タイプ] とし
て Request Header を選択します。リストされたリクエストヘッダーで [編集] を選択し、ドキュメント
を変更します。リストされていないリクエストヘッダーのドキュメントを追加するには、[ドキュメント
パーツの作成] を選択します。[タイプ] で [リクエストヘッダー] を選択します。[パス] でリソースパスを指
定します。[メソッド] のメソッドを選択します。[名前] でヘッダー名を入力します。次に、properties
マップを追加および保存します。
必要に応じて、これらのステップを繰り返し、他のリクエストヘッダーにドキュメントパーツを追加する
か、編集します。

REQUEST_BODY エンティティのドキュメント化
リクエストボディのドキュメントを追加または編集するには、メソッドの [メソッドリクエスト] に移動
します。[リクエストボディ] の書籍のアイコンを選択し、[ドキュメント] ビューワーを開いた後、エディ
ターを開きます。ドキュメントパーツのプロパティを追加または変更します。
メインナビゲーションペインから API で [ドキュメント] を選択することもできます。次に、[タイプ] とし
て Request Body を選択します。リストされたリクエストボディで [編集] を選択し、ドキュメントを変
更します。リストされていないリクエストボディのドキュメントを追加するには、[ドキュメントパーツの
作成] を選択します。[タイプ] で [Request Body] を選択します。[パス] でリソースパスを設定します。
[メソッド] の HTTP 動詞を選択します。次に、properties マップを追加および保存します。
必要に応じて、これらのステップを繰り返し、他のリクエストボディにドキュメントパーツを追加する
か、編集します。

RESPONSE エンティティのドキュメント化
レスポンスのドキュメントを追加または編集するには、メソッドの [メソッドレスポンス] に移動します。
[メソッドレスポンス] の書籍のアイコンを選択し、[ドキュメント] ビューワーを開いた後、エディターを
開きます。ドキュメントパーツのプロパティを追加または変更します。

または、メインナビゲーションペインから API で [ドキュメント] を選択します。次に、[タイプ] として
Response (status code) を選択します。指定された HTTP ステータスコードのリストされたレスポ
ンスで [編集] を選択し、ドキュメントを変更します。リストされていないレスポンス本文のドキュメント
を追加するには、[ドキュメントパーツの作成] を選択します。[タイプ] で [レスポンス (ステータスコード)]
を選択します。[パス] でリソースパスを設定します。[メソッド] の HTTP 動詞を選択します。[ステータス
コード] に HTTP ステータスコードを入力します。次に、ドキュメントパーツのプロパティを追加して保
管します。
必要に応じて、これらのステップを繰り返し、他のレスポンスにドキュメントパーツを追加するか、編集
します。
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RESPONSE_HEADER エンティティのドキュメント化
レスポンスヘッダーのドキュメントを追加または編集するには、メソッドの [メソッドレスポンス] に移
動します。特定の HTTP ステータスのレスポンスセクションを展開します。[StatusCode のレスポンス
ヘッダー] でレスポンスヘッダーの書籍のアイコンを選択し、[ドキュメント] ビューワーおよびエディター
を開きます。ドキュメントパーツのプロパティを追加または変更します。
メインナビゲーションペインから API で [ドキュメント] を選択することもできます。次に、[タイプ] とし
て Response Header を選択します。リストされたレスポンスヘッダーで [編集] を選択し、ドキュメン
トを変更します。リストされていないレスポンスヘッダーのドキュメントを追加するには、[ドキュメント
パーツの作成] を選択します。[タイプ] で [レスポンスヘッダー] を選択します。[パス] でリソースパスを設
定します。[メソッド] の HTTP 動詞を選択します。[ステータスコード] に HTTP ステータスコードを入力
します。[名前] にレスポンスヘッダー名を入力します。次に、ドキュメントパーツのプロパティを追加し
て保管します。
必要に応じて、これらのステップを繰り返し、他のレスポンスヘッダーにドキュメントパーツを追加する
か、編集します。

RESPONSE_BODY エンティティのドキュメント化
レスポンス本文のドキュメントを追加または編集するには、メソッドの [メソッドレスポンス] に移動しま
す。特定の HTTP ステータスのレスポンスセクションを展開します。[StatusCode のレスポンスボディ]
の書籍のアイコンを選択し、[ドキュメント] ビューワーおよびエディターを開きます。ドキュメントパー
ツのプロパティを追加または変更します。
メインナビゲーションペインから API で [ドキュメント] を選択することもできます。次に、[タイプ] とし
て Response Body を選択します。リストされたレスポンス本文で [編集] を選択し、ドキュメントを変更
します。リストされていないレスポンス本文のドキュメントを追加するには、[ドキュメントパーツの作成]
を選択します。[タイプ] で [レスポンス本文] を選択します。[パス] でリソースパスを設定します。[メソッ
ド] の HTTP 動詞を選択します。[ステータスコード] に HTTP ステータスコードを入力します。次に、ド
キュメントパーツのプロパティを追加して保管します。
必要に応じて、これらのステップを繰り返し、他のレスポンス本文にドキュメントパーツを追加するか、
編集します。

MODEL エンティティのドキュメント化
MODEL エンティティをドキュメント化するには、モデルの DocumentPart インスタンスと、モデルの各
properties' を作成および管理する必要があります。たとえば、各 API に付属する Error モデルには、
デフォルトでスキーマ定義
{

}

"$schema" : "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"title" : "Error Schema",
"type" : "object",
"properties" : {
"message" : { "type" : "string" }
}

があり、2 つの DocumentationPart インスタンス (1 つは Model 用、もう 1 つはその message プロパ
ティ用) が必要です。
{

"location": {
"type": "MODEL",
"name": "Error"
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}

},
"properties": {
"title": "Error Schema",
"description": "A description of the Error model"
}

および
{

}

"location": {
"type": "MODEL",
"name": "Error.message"
},
"properties": {
"description": "An error message."
}

API がエクスポートされると、DocumentationPart のプロパティにより元のスキーマの値が上書きされ
ます。
モデルのドキュメントを追加するには、メインナビゲーションペインで API の [モデル] に移動します。リ
ストされたモデルの名前にある書籍のアイコンを選択し、[ドキュメント] ビューワーおよびエディターを
開きます。ドキュメントパーツのプロパティを追加または変更します。
メインナビゲーションペインから API で [ドキュメント] を選択することもできます。次に、[タイプ] とし
て Model を選択します。リストされたモデルで [編集] を選択し、ドキュメントを変更します。リストさ
れていないモデルのドキュメントを追加するには、[ドキュメントパーツの作成] を選択します。[タイプ]
で [モデル] を選択します。[名前] でモデルに名前を付けます。次に、ドキュメントパーツのプロパティを
追加して保管します。
必要に応じて、これらのステップを繰り返し、他のモデルにドキュメントパーツを追加するか、編集しま
す。

AUTHORIZER エンティティのドキュメント化
オーソライザーのドキュメントを追加または編集するには、メインナビゲーションペインで API の [オー
ソライザー] に移動します。リストされたオーソライザーの書籍のアイコンを選択し、[ドキュメント]
ビューワーを開いた後、エディターを開きます。ドキュメントパーツのプロパティを追加または変更しま
す。
メインナビゲーションペインから API で [ドキュメント] を選択することもできます。次に、[タイプ] とし
て Authorizer を選択します。リストされたオーソライザーで [編集] を選択し、ドキュメントを変更し
ます。リストされていないオーソライザーのドキュメントを追加するには、[ドキュメントパーツの作成]
を選択します。[タイプ] で [オーソライザー] を選択します。[名前] でオーソライザーに名前を付けます。
次に、ドキュメントパーツのプロパティを追加して保管します。
必要に応じて、これらのステップを繰り返し、他のオーソライザーにドキュメントパーツを追加するか、
編集します。
オーソライザーのドキュメントパーツを追加するには、[ドキュメントパーツの作成] を選択します。[タイ
プ] で [オーソライザー] を選択します。オーソライザーの [名前] の有効な location フィールドに値を指
定します。
properties マップエディタでドキュメントのコンテンツを追加し、保存します。
必要に応じて、これらのステップを繰り返し、別のオーソライザーにドキュメントパーツを追加します。
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API Gateway コンソールを使用して API ドキュメントを公開す
る
次の手順では、ドキュメントバージョンを発行する方法について説明します。

API Gateway コンソールを使用してドキュメントバージョンを公開するには
1.

API Gateway コンソールで、メインナビゲーションペインから API の [Documentation (ドキュメン
ト)] を選択します。

2.
3.

[ドキュメント] ペインで [ドキュメントの発行] を選択します。
出版物をセットアップします。

4.

a.

[ステージ] で使用可能な名前を選択します。

b.

[バージョン] にバージョン識別子 (1.0.0 など) を入力します。

c.

オプションで、[説明] に出版物に関する説明を入力します。

[Publish] を選択します。

これで、ドキュメントを OpenAPI ファイルにエクスポートすることにより、発行されたドキュメントのダ
ウンロードに進むことができるようになります。詳細については、「the section called “REST API をエク
スポートする” (p. 444)」を参照してください。

API Gateway REST API を使用して API を文書化する
このセクションでは、API Gateway REST API を使用して API のドキュメントパートを作成および維持す
る方法について説明します。
API のドキュメントを作成および編集する前に、まず API を作成します。このセクションでは、例として
PetStore API を使用します。API Gateway コンソールを使用して API を作成するには、「チュートリアル:
サンプルをインポートして REST API を作成する (p. 36)」の手順に従います。
トピック
• API エンティティのドキュメント化 (p. 543)
• RESOURCE エンティティのドキュメント化 (p. 544)
• METHOD エンティティのドキュメント化 (p. 547)
• QUERY_PARAMETER エンティティのドキュメント化 (p. 549)
• PATH_PARAMETER エンティティのドキュメント化 (p. 550)
• REQUEST_BODY エンティティのドキュメント化 (p. 551)
• REQUEST_HEADER エンティティのドキュメント化 (p. 552)
• RESPONSE エンティティのドキュメント化 (p. 553)
• RESPONSE_HEADER エンティティのドキュメント化 (p. 554)
• AUTHORIZER エンティティのドキュメント化 (p. 555)
• MODEL エンティティのドキュメント化 (p. 556)
• ドキュメントパーツの更新 (p. 557)
• ドキュメントパーツの一覧表示 (p. 558)

API エンティティのドキュメント化
API のドキュメントを追加するには、API エンティティの DocumentationPart リソースを追加します。
POST /restapis/restapi_id/documentation/parts HTTP/1.1
Host: apigateway.region.amazonaws.com
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Content-Type: application/json
X-Amz-Date: YYYYMMDDTttttttZ
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access_key_id/YYYYMMDD/region/
apigateway/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date,
Signature=sigv4_secret
{

"location" : {
"type" : "API"
},
"properties": "{\n\t\"info\": {\n\t\t\"description\" : \"Your first API with Amazon API
Gateway.\"\n\t}\n}"

}

成功した場合、オペレーションは新しく作成された 201 Created インスタンスをペイロードに含
む、DocumentationPart レスポンスを返します。例:
{

...
"id": "s2e5xf",
"location": {
"path": null,
"method": null,
"name": null,
"statusCode": null,
"type": "API"
},
"properties": "{\n\t\"info\": {\n\t\t\"description\" : \"Your first API with Amazon API
Gateway.\"\n\t}\n}"

}

ドキュメントパートが既に追加されている場合、エラーメッセージ 409 Conflict を含む
Documentation part already exists for the specified location: type 'API'." レス
ポンスが返されます。この場合、documentationpart:update オペレーションを呼び出す必要があります。
PATCH /restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/part_id HTTP/1.1
Host: apigateway.region.amazonaws.com
Content-Type: application/json
X-Amz-Date: YYYYMMDDTttttttZ
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access_key_id/YYYYMMDD/region/
apigateway/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date,
Signature=sigv4_secret
{

"patchOperations" : [ {
"op" : "replace",
"path" : "/properties",
"value" : "{\n\t\"info\": {\n\t\t\"description\" : \"Your first API with Amazon API
Gateway.\"\n\t}\n}"
} ]

}

正常なレスポンスでは、更新された 200 OK インスタンスをペイロードに含む DocumentationPart ス
テータスコードが返されます。

RESOURCE エンティティのドキュメント化
API のルートリソースのドキュメントを追加するには、対応する Resource リソースをターゲットとした
DocumentationPart リソースを追加します。
POST /restapis/restapi_id/documentation/parts HTTP/1.1
Host: apigateway.region.amazonaws.com
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Content-Type: application/json
X-Amz-Date: YYYYMMDDTttttttZ
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access_key_id/YYYYMMDD/region/
apigateway/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date,
Signature=sigv4_secret
{

}

"location" : {
"type" : "RESOURCE",
},
"properties" : "{\n\t\"description\" : \"The PetStore root resource.\"\n}"

成功した場合、オペレーションは新しく作成された 201 Created インスタンスをペイロードに含
む、DocumentationPart レスポンスを返します。例:
{

"_links": {
"curies": {
"href": "http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/restapidocumentationpart-{rel}.html",
"name": "documentationpart",
"templated": true
},
"self": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/p76vqo"
},
"documentationpart:delete": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/p76vqo"
},
"documentationpart:update": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/p76vqo"
}
},
"id": "p76vqo",
"location": {
"path": "/",
"method": null,
"name": null,
"statusCode": null,
"type": "RESOURCE"
},
"properties": "{\n\t\"description\" : \"The PetStore root resource.\"\n}"
}

リソースパスが指定されていない場合、リソースはルートリソースとみなされます。"path": "/" を
properties に追加すると、明示的に指定できます。
API の子リソースのドキュメントを作成するには、対応する Resource リソースをターゲットとした
DocumentationPart リソースを追加します。
POST /restapis/restapi_id/documentation/parts HTTP/1.1
Host: apigateway.region.amazonaws.com
Content-Type: application/json
X-Amz-Date: YYYYMMDDTttttttZ
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access_key_id/YYYYMMDD/region/
apigateway/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date,
Signature=sigv4_secret
{

"location" : {
"type" : "RESOURCE",
"path" : "/pets"
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},
"properties": "{\n\t\"description\" : \"A child resource under the root of PetStore.
\"\n}"
}

成功した場合、オペレーションは新しく作成された 201 Created インスタンスをペイロードに含
む、DocumentationPart レスポンスを返します。例:
{

"_links": {
"curies": {
"href": "http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/restapidocumentationpart-{rel}.html",
"name": "documentationpart",
"templated": true
},
"self": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/qcht86"
},
"documentationpart:delete": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/qcht86"
},
"documentationpart:update": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/qcht86"
}
},
"id": "qcht86",
"location": {
"path": "/pets",
"method": null,
"name": null,
"statusCode": null,
"type": "RESOURCE"
},
"properties": "{\n\t\"description\" : \"A child resource under the root of PetStore.
\"\n}"
}

パスパラメータにより指定された子リソースのドキュメントを追加するには、Resource リソースをター
ゲットとした DocumentationPart リソースを追加します。
POST /restapis/restapi_id/documentation/parts HTTP/1.1
Host: apigateway.region.amazonaws.com
Content-Type: application/json
X-Amz-Date: YYYYMMDDTttttttZ
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access_key_id/YYYYMMDD/region/
apigateway/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date,
Signature=sigv4_secret
{

"location" : {
"type" : "RESOURCE",
"path" : "/pets/{petId}"
},
"properties": "{\n\t\"description\" : \"A child resource specified by the petId path
parameter.\"\n}"

}

成功した場合、オペレーションは新しく作成された 201 Created インスタンスをペイロードに含
む、DocumentationPart レスポンスを返します。例:
{
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"_links": {
"curies": {
"href": "http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/restapidocumentationpart-{rel}.html",
"name": "documentationpart",
"templated": true
},
"self": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/k6fpwb"
},
"documentationpart:delete": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/k6fpwb"
},
"documentationpart:update": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/k6fpwb"
}
},
"id": "k6fpwb",
"location": {
"path": "/pets/{petId}",
"method": null,
"name": null,
"statusCode": null,
"type": "RESOURCE"
},
"properties": "{\n\t\"description\" : \"A child resource specified by the petId path
parameter.\"\n}"
}

Note
RESOURCE エンティティの DocumentationPart インスタンスは、どの子リソースも継承すること
ができません。

METHOD エンティティのドキュメント化
API のメソッドのドキュメントを追加するには、対応する Method リソースをターゲットとした
DocumentationPart リソースを追加します。
POST /restapis/restapi_id/documentation/parts HTTP/1.1
Host: apigateway.region.amazonaws.com
Content-Type: application/json
X-Amz-Date: YYYYMMDDTttttttZ
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access_key_id/YYYYMMDD/region/
apigateway/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date,
Signature=sigv4_secret
{

}

"location" : {
"type" : "METHOD",
"path" : "/pets",
"method" : "GET"
},
"properties": "{\n\t\"summary\" : \"List all pets.\"\n}"

成功した場合、オペレーションは新しく作成された 201 Created インスタンスをペイロードに含
む、DocumentationPart レスポンスを返します。例:
{

"_links": {
"curies": {

547

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
API ドキュメント
"href": "http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/restapidocumentationpart-{rel}.html",
"name": "documentationpart",
"templated": true
},
"self": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/o64jbj"
},
"documentationpart:delete": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/o64jbj"
},
"documentationpart:update": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/o64jbj"
}
},
"id": "o64jbj",
"location": {
"path": "/pets",
"method": "GET",
"name": null,
"statusCode": null,
"type": "METHOD"
},
"properties": "{\n\t\"summary\" : \"List all pets.\"\n}"
}

成功した場合、オペレーションは新しく作成された 201 Created インスタンスをペイロードに含
む、DocumentationPart レスポンスを返します。例:
{

"_links": {
"curies": {
"href": "http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/restapidocumentationpart-{rel}.html",
"name": "documentationpart",
"templated": true
},
"self": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/o64jbj"
},
"documentationpart:delete": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/o64jbj"
},
"documentationpart:update": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/o64jbj"
}
},
"id": "o64jbj",
"location": {
"path": "/pets",
"method": "GET",
"name": null,
"statusCode": null,
"type": "METHOD"
},
"properties": "{\n\t\"summary\" : \"List all pets.\"\n}"
}

前のリクエストで location.method フィールドが指定されていない場合、ワイルドカード文字 ANY で
表される * であるとみなされます。
METHOD エンティティのドキュメントのコンテンツを更新するには、新しい properties マップを指定し
て documentationpart:update オペレーションを呼び出します。
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PATCH /restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/part_id HTTP/1.1
Host: apigateway.region.amazonaws.com
Content-Type: application/json
X-Amz-Date: YYYYMMDDTttttttZ
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access_key_id/YYYYMMDD/region/
apigateway/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date,
Signature=sigv4_secret
{

}

"patchOperations" : [ {
"op" : "replace",
"path" : "/properties",
"value" : "{\n\t\"tags\" : [ \"pets\" ], \n\t\"summary\" : \"List all pets.\"\n}"
} ]

正常なレスポンスでは、更新された 200 OK インスタンスをペイロードに含む DocumentationPart ス
テータスコードが返されます。例:
{

"_links": {
"curies": {
"href": "http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/restapidocumentationpart-{rel}.html",
"name": "documentationpart",
"templated": true
},
"self": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/o64jbj"
},
"documentationpart:delete": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/o64jbj"
},
"documentationpart:update": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/o64jbj"
}
},
"id": "o64jbj",
"location": {
"path": "/pets",
"method": "GET",
"name": null,
"statusCode": null,
"type": "METHOD"
},
"properties": "{\n\t\"tags\" : [ \"pets\" ], \n\t\"summary\" : \"List all pets.\"\n}"
}

QUERY_PARAMETER エンティティのドキュメント化
リクエストクエリパラメータのドキュメントを追加するには、QUERY_PARAMETER タイプをターゲットと
した、有効なフィールド path および name を含む DocumentationPart リソースを追加します。
POST /restapis/restapi_id/documentation/parts HTTP/1.1
Host: apigateway.region.amazonaws.com
Content-Type: application/json
X-Amz-Date: YYYYMMDDTttttttZ
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access_key_id/YYYYMMDD/region/
apigateway/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date,
Signature=sigv4_secret
{
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}

"location" : {
"type" : "QUERY_PARAMETER",
"path" : "/pets",
"method" : "GET",
"name" : "page"
},
"properties": "{\n\t\"description\" : \"Page number of results to return.\"\n}"

成功した場合、オペレーションは新しく作成された 201 Created インスタンスをペイロードに含
む、DocumentationPart レスポンスを返します。例:
{

"_links": {
"curies": {
"href": "http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/restapidocumentationpart-{rel}.html",
"name": "documentationpart",
"templated": true
},
"self": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/h9ht5w"
},
"documentationpart:delete": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/h9ht5w"
},
"documentationpart:update": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/h9ht5w"
}
},
"id": "h9ht5w",
"location": {
"path": "/pets",
"method": "GET",
"name": "page",
"statusCode": null,
"type": "QUERY_PARAMETER"
},
"properties": "{\n\t\"description\" : \"Page number of results to return.\"\n}"
}

properties エンティティのドキュメントパーツの QUERY_PARAMETER マップは、いずれかの子
QUERY_PARAMETER エンティティが継承できます。たとえば、treats の後に /pets/{petId} リソース
を追加して、GET で /pets/{petId}/treats メソッドを有効にし、page クエリパラメータを開示した
場合、この子クエリパラメータは DocumentationPart メソッドの同様の名前のクエリパラメータから
properties の GET /pets マップを継承します。ただし、DocumentationPart メソッドの page ク
エリパラメータに GET /pets/{petId}/treats リソースを明示的に追加した場合を除きます。

PATH_PARAMETER エンティティのドキュメント化
パスパラメータのドキュメントを追加するには、PATH_PARAMETER エンティティの DocumentationPart
リソースを追加します。
POST /restapis/restapi_id/documentation/parts HTTP/1.1
Host: apigateway.region.amazonaws.com
Content-Type: application/json
X-Amz-Date: YYYYMMDDTttttttZ
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access_key_id/YYYYMMDD/region/
apigateway/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date,
Signature=sigv4_secret
{
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}

"location" : {
"type" : "PATH_PARAMETER",
"path" : "/pets/{petId}",
"method" : "*",
"name" : "petId"
},
"properties": "{\n\t\"description\" : \"The id of the pet to retrieve.\"\n}"

成功した場合、オペレーションは新しく作成された 201 Created インスタンスをペイロードに含
む、DocumentationPart レスポンスを返します。例:
{

"_links": {
"curies": {
"href": "http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/restapidocumentationpart-{rel}.html",
"name": "documentationpart",
"templated": true
},
"self": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/ckpgog"
},
"documentationpart:delete": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/ckpgog"
},
"documentationpart:update": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/ckpgog"
}
},
"id": "ckpgog",
"location": {
"path": "/pets/{petId}",
"method": "*",
"name": "petId",
"statusCode": null,
"type": "PATH_PARAMETER"
},
"properties": "{\n \"description\" : \"The id of the pet to retrieve\"\n}"
}

REQUEST_BODY エンティティのドキュメント化
リクエストボディのドキュメントを追加するには、リクエストボディの DocumentationPart リソースを追
加します。
POST /restapis/restapi_id/documentation/parts HTTP/1.1
Host: apigateway.region.amazonaws.com
Content-Type: application/json
X-Amz-Date: YYYYMMDDTttttttZ
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access_key_id/YYYYMMDD/region/
apigateway/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date,
Signature=sigv4_secret
{

}

"location" : {
"type" : "REQUEST_BODY",
"path" : "/pets",
"method" : "POST"
},
"properties": "{\n\t\"description\" : \"A Pet object to be added to PetStore.\"\n}"
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成功した場合、オペレーションは新しく作成された 201 Created インスタンスをペイロードに含
む、DocumentationPart レスポンスを返します。例:
{

"_links": {
"curies": {
"href": "http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/restapidocumentationpart-{rel}.html",
"name": "documentationpart",
"templated": true
},
"self": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/kgmfr1"
},
"documentationpart:delete": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/kgmfr1"
},
"documentationpart:update": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/kgmfr1"
}
},
"id": "kgmfr1",
"location": {
"path": "/pets",
"method": "POST",
"name": null,
"statusCode": null,
"type": "REQUEST_BODY"
},
"properties": "{\n\t\"description\" : \"A Pet object to be added to PetStore.\"\n}"
}

REQUEST_HEADER エンティティのドキュメント化
リクエストヘッダーのドキュメントを追加するには、リクエストヘッダーの DocumentationPart リソース
を追加します。
POST /restapis/restapi_id/documentation/parts HTTP/1.1
Host: apigateway.region.amazonaws.com
Content-Type: application/json
X-Amz-Date: YYYYMMDDTttttttZ
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access_key_id/YYYYMMDD/region/
apigateway/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date,
Signature=sigv4_secret
{

"location" : {
"type" : "REQUEST_HEADER",
"path" : "/pets",
"method" : "GET",
"name" : "x-my-token"
},
"properties": "{\n\t\"description\" : \"A custom token used to authorization the method
invocation.\"\n}"

}

成功した場合、オペレーションは新しく作成された 201 Created インスタンスをペイロードに含
む、DocumentationPart レスポンスを返します。例:
{

"_links": {
"curies": {
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"href": "http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/restapidocumentationpart-{rel}.html",
"name": "documentationpart",
"templated": true
},
"self": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/h0m3uf"
},
"documentationpart:delete": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/h0m3uf"
},
"documentationpart:update": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/h0m3uf"
}
},
"id": "h0m3uf",
"location": {
"path": "/pets",
"method": "GET",
"name": "x-my-token",
"statusCode": null,
"type": "REQUEST_HEADER"
},
"properties": "{\n\t\"description\" : \"A custom token used to authorization the method
invocation.\"\n}"
}

RESPONSE エンティティのドキュメント化
ステータスコードのレスポンスのドキュメントを追加するには、対応する MethodResponse リソースを
ターゲットとする DocumentationPart リソースを追加します。
POST /restapis/restapi_id/documentation/parts HTTP/1.1
Host: apigateway.region.amazonaws.com
Content-Type: application/json
X-Amz-Date: YYYYMMDDTttttttZ
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access_key_id/YYYYMMDD/region/
apigateway/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date,
Signature=sigv4_secret
{

}

"location": {
"path": "/",
"method": "*",
"name": null,
"statusCode": "200",
"type": "RESPONSE"
},
"properties": "{\n \"description\" : \"Successful operation.\"\n}"

成功した場合、オペレーションは新しく作成された 201 Created インスタンスをペイロードに含
む、DocumentationPart レスポンスを返します。例:
{

"_links": {
"self": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/lattew"
},
"documentationpart:delete": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/lattew"
},
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"documentationpart:update": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/lattew"
}

}

},
"id": "lattew",
"location": {
"path": "/",
"method": "*",
"name": null,
"statusCode": "200",
"type": "RESPONSE"
},
"properties": "{\n \"description\" : \"Successful operation.\"\n}"

RESPONSE_HEADER エンティティのドキュメント化
レスポンスヘッダーのドキュメントを追加するには、レスポンスヘッダーの DocumentationPart リソース
を追加します。
POST /restapis/restapi_id/documentation/parts HTTP/1.1
Host: apigateway.region.amazonaws.com
Content-Type: application/json
X-Amz-Date: YYYYMMDDTttttttZ
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access_key_id/YYYYMMDD/region/
apigateway/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date,
Signature=sigv4_secret
"location": {
"path": "/",
"method": "GET",
"name": "Content-Type",
"statusCode": "200",
"type": "RESPONSE_HEADER"
},
"properties": "{\n \"description\" : \"Media type of request\"\n}"

成功した場合、オペレーションは新しく作成された 201 Created インスタンスをペイロードに含
む、DocumentationPart レスポンスを返します。例:
{

"_links": {
"curies": {
"href": "http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/restapidocumentationpart-{rel}.html",
"name": "documentationpart",
"templated": true
},
"self": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/fev7j7"
},
"documentationpart:delete": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/fev7j7"
},
"documentationpart:update": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/fev7j7"
}
},
"id": "fev7j7",
"location": {
"path": "/",
"method": "GET",
"name": "Content-Type",
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"statusCode": "200",
"type": "RESPONSE_HEADER"

}

},
"properties": "{\n

\"description\" : \"Media type of request\"\n}"

この Content-Type レスポンスヘッダーのドキュメントは、API の任意のレスポンスの Content-Type
ヘッダーのデフォルトドキュメントです。

AUTHORIZER エンティティのドキュメント化
API オーソライザーのドキュメントを追加するには、指定されたオーソライザーをターゲットとする
DocumentationPart リソースを追加します。
POST /restapis/restapi_id/documentation/parts HTTP/1.1
Host: apigateway.region.amazonaws.com
Content-Type: application/json
X-Amz-Date: YYYYMMDDTttttttZ
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access_key_id/YYYYMMDD/region/
apigateway/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date,
Signature=sigv4_secret
{

"location" : {
"type" : "AUTHORIZER",
"name" : "myAuthorizer"
},
"properties": "{\n\t\"description\" : \"Authorizes invocations of configured methods.
\"\n}"
}

成功した場合、オペレーションは新しく作成された 201 Created インスタンスをペイロードに含
む、DocumentationPart レスポンスを返します。例:
{

"_links": {
"curies": {
"href": "http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/restapidocumentationpart-{rel}.html",
"name": "documentationpart",
"templated": true
},
"self": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/pw3qw3"
},
"documentationpart:delete": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/pw3qw3"
},
"documentationpart:update": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/pw3qw3"
}
},
"id": "pw3qw3",
"location": {
"path": null,
"method": null,
"name": "myAuthorizer",
"statusCode": null,
"type": "AUTHORIZER"
},
"properties": "{\n\t\"description\" : \"Authorizes invocations of configured methods.
\"\n}"
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}

Note
AUTHORIZER エンティティの DocumentationPart インスタンスは、どの子リソースも継承するこ
とができません。

MODEL エンティティのドキュメント化
MODEL エンティティをドキュメント化するには、モデルの DocumentPart インスタンスと、モデルの各
properties' を作成および管理する必要があります。たとえば、各 API に付属する Error モデルには、
デフォルトでスキーマ定義
{

}

"$schema" : "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"title" : "Error Schema",
"type" : "object",
"properties" : {
"message" : { "type" : "string" }
}

があり、2 つの DocumentationPart インスタンス (1 つは Model 用、もう 1 つはその message プロパ
ティ用) が必要です。
{

}

"location": {
"type": "MODEL",
"name": "Error"
},
"properties": {
"title": "Error Schema",
"description": "A description of the Error model"
}

および
{

}

"location": {
"type": "MODEL",
"name": "Error.message"
},
"properties": {
"description": "An error message."
}

API がエクスポートされると、DocumentationPart のプロパティにより元のスキーマの値が上書きされ
ます。
API モデルのドキュメントを追加するには、指定されたモデルをターゲットとする DocumentationPart リ
ソースを追加します。
POST /restapis/restapi_id/documentation/parts HTTP/1.1
Host: apigateway.region.amazonaws.com
Content-Type: application/json
X-Amz-Date: YYYYMMDDTttttttZ
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Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access_key_id/YYYYMMDD/region/
apigateway/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date,
Signature=sigv4_secret
{

}

"location" : {
"type" : "MODEL",
"name" : "Pet"
},
"properties": "{\n\t\"description\" : \"Data structure of a Pet object.\"\n}"

成功した場合、オペレーションは新しく作成された 201 Created インスタンスをペイロードに含
む、DocumentationPart レスポンスを返します。例:
{

"_links": {
"curies": {
"href": "http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/restapidocumentationpart-{rel}.html",
"name": "documentationpart",
"templated": true
},
"self": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/lkn4uq"
},
"documentationpart:delete": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/lkn4uq"
},
"documentationpart:update": {
"href": "/restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/lkn4uq"
}
},
"id": "lkn4uq",
"location": {
"path": null,
"method": null,
"name": "Pet",
"statusCode": null,
"type": "MODEL"
},
"properties": "{\n\t\"description\" : \"Data structure of a Pet object.\"\n}"
}

同じステップを繰り返して、いずれかのモデルのプロパティの DocumentationPart インスタンスを作成し
ます。

Note
MODEL エンティティの DocumentationPart インスタンスは、どの子リソースも継承することがで
きません。

ドキュメントパーツの更新
任意のタイプの API エンティティのドキュメントパートを更新するには、指定されたパート識別子の
DocumentationPart インスタンスで PATCH リクエストを送信し、既存の properties マップを新しい
マップに置き換えます。
PATCH /restapis/4wk1k4onj3/documentation/parts/part_id HTTP/1.1
Host: apigateway.region.amazonaws.com
Content-Type: application/json
X-Amz-Date: YYYYMMDDTttttttZ
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Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access_key_id/YYYYMMDD/region/
apigateway/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date,
Signature=sigv4_secret
{

}

"patchOperations" : [ {
"op" : "replace",
"path" : "RESOURCE_PATH",
"value" : "NEW_properties_VALUE_AS_JSON_STRING"
} ]

正常なレスポンスでは、更新された 200 OK インスタンスをペイロードに含む DocumentationPart ス
テータスコードが返されます。
複数のドキュメントパーツを 1 回の PATCH リクエストで更新できます。

ドキュメントパーツの一覧表示
任意のタイプの API エンティティのドキュメントパートを一覧表示するには、DocumentationParts コレク
ションで GET リクエストを送信します。
GET /restapis/restapi_id/documentation/parts HTTP/1.1
Host: apigateway.region.amazonaws.com
Content-Type: application/json
X-Amz-Date: YYYYMMDDTttttttZ
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access_key_id/YYYYMMDD/region/
apigateway/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date,
Signature=sigv4_secret

正常なレスポンスでは、利用可能な 200 OK インスタンスをペイロードに含む DocumentationPart ス
テータスコードが返されます。

API Gateway REST API を使用した API ドキュメントを公開する
API のドキュメントを発行するには、ドキュメントスナップショットを作成、更新、または取得した後、
ドキュメントスナップショットを API ステージに関連付けます。ドキュメントスナップショットを作成す
るとき、同時に API ステージに関連付けることもできます。
トピック
• ドキュメントスナップショットの作成と API ステージへの関連付け (p. 558)
• ドキュメントスナップショットの作成 (p. 559)
• ドキュメントスナップショットの更新 (p. 559)
• ドキュメントスナップショットの取得 (p. 560)
• API ステージへのドキュメントスナップショットの関連付け (p. 560)
• ステージに関連付けられたドキュメントスナップショットのダウンロード (p. 560)

ドキュメントスナップショットの作成と API ステージへの関連付け
API のドキュメントパーツのスナップショットを作成し、同時に API ステージと関連付けるには、次の
POST リクエストを送信します。
POST /restapis/restapi_id/documentation/versions HTTP/1.1
Host: apigateway.region.amazonaws.com
Content-Type: application/json
X-Amz-Date: YYYYMMDDTttttttZ
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Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access_key_id/YYYYMMDD/region/
apigateway/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date,
Signature=sigv4_secret
{

}

"documentationVersion" : "1.0.0",
"stageName": "prod",
"description" : "My API Documentation v1.0.0"

成功した場合、オペレーションは新しく作成された 200 OK インスタンスをペイロードとして含
む、DocumentationVersion レスポンスを返します。
または、最初は API ステージに関連付けずにドキュメントスナップショットを作成してからrestapi:update
を呼び出し、指定した API ステージにスナップショットを関連付けることもできます。既存のドキュメン
トスナップショットの更新またはクエリを実行してから、そのステージの関連付けを更新することもでき
ます。次の 4 つのセクションでは、そのステップを示します。

ドキュメントスナップショットの作成
API のドキュメントパートのスナップショットを作成するには、新しい DocumentationVersion リソースを
作成し、API の DocumentationVersions コレクションに追加します。
POST /restapis/restapi_id/documentation/versions HTTP/1.1
Host: apigateway.region.amazonaws.com
Content-Type: application/json
X-Amz-Date: YYYYMMDDTttttttZ
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access_key_id/YYYYMMDD/region/
apigateway/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date,
Signature=sigv4_secret
{
}

"documentationVersion" : "1.0.0",
"description" : "My API Documentation v1.0.0"

成功した場合、オペレーションは新しく作成された 200 OK インスタンスをペイロードとして含
む、DocumentationVersion レスポンスを返します。

ドキュメントスナップショットの更新
ドキュメントスナップショットは、対応する DocumentationVersion リソースの description プロパ
ティを変更することによってのみ更新できます。次の例は、そのバージョン識別子 version (1.0.0 な
ど) によって識別されたとおりに、ドキュメントスナップショットの説明を更新する方法を示していま
す。
PATCH /restapis/restapi_id/documentation/versions/version HTTP/1.1
Host: apigateway.region.amazonaws.com
Content-Type: application/json
X-Amz-Date: YYYYMMDDTttttttZ
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access_key_id/YYYYMMDD/region/
apigateway/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date,
Signature=sigv4_secret
{

}

"patchOperations": [{
"op": "replace",
"path": "/description",
"value": "My API for testing purposes."
}]
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成功した場合、オペレーションは更新された 200 OK インスタンスをペイロードとして含
む、DocumentationVersion レスポンスを返します。

ドキュメントスナップショットの取得
ドキュメントスナップショットを取得するには、指定された DocumentationVersion リソースに対して
GET リクエストを送信します。次の例は、特定のバージョン識別子 1.0.0 のドキュメントスナップショッ
トを取得する方法を示しています。
GET /restapis/<restapi_id>/documentation/versions/1.0.0 HTTP/1.1
Host: apigateway.region.amazonaws.com
Content-Type: application/json
X-Amz-Date: YYYYMMDDTttttttZ
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access_key_id/YYYYMMDD/region/
apigateway/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date,
Signature=sigv4_secret

API ステージへのドキュメントスナップショットの関連付け
API ドキュメントを発行するには、ドキュメントスナップショットを API ステージに関連付けます。ド
キュメントバージョンをステージに関連付ける前に、API ステージをすでに作成している必要がありま
す。
API Gateway REST API を使用してドキュメントスナップショットを API ステージに関連付けるに
は、stage:update オペレーションを呼び出して stage.documentationVersion プロパティに必要なド
キュメントバージョンを設定します。
PATCH /restapis/RESTAPI_ID/stages/STAGE_NAME
Host: apigateway.region.amazonaws.com
Content-Type: application/json
X-Amz-Date: YYYYMMDDTttttttZ
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access_key_id/YYYYMMDD/region/
apigateway/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date,
Signature=sigv4_secret
{

}

"patchOperations": [{
"op": "replace",
"path": "/documentationVersion",
"value": "VERSION_IDENTIFIER"
}]

ステージに関連付けられたドキュメントスナップショットのダウンロード
ドキュメントパートのバージョンがステージに関連付けられたら、API Gateway コンソール、API
Gateway REST API、その SDK のいずれか、または API Gateway 用の AWS CLI を使用して、ドキュメ
ントパートと API エンティティ定義を外部ファイルにエクスポートできます。プロセスは、API のエクス
ポートと同じです。エクスポートされるファイルの形式は、JSON または YAML です。
API Gateway REST API を使用すると、API ドキュメントパート、API 統合およびオーソライザーが API
エクスポートに含められるように extension=documentation,integrations,authorizers クエリ
パラメータを明示的に設定することもできます。デフォルトでは、API のエクスポート時、ドキュメント
パーツは含められますが、統合とオーソライザーは含められません。API エクスポートからのデフォルト
出力は、ドキュメントの配付に適しています。
API Gateway REST API を使用して外部 JSON OpenAPI ファイルに API ドキュメントをエクスポートす
るには、次の GET リクエストを送信します。
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GET /restapis/restapi_id/stages/stage_name/exports/swagger?extensions=documentation
HTTP/1.1
Accept: application/json
Host: apigateway.region.amazonaws.com
Content-Type: application/json
X-Amz-Date: YYYYMMDDTttttttZ
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access_key_id/YYYYMMDD/region/
apigateway/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date,
Signature=sigv4_secret

ここでは、x-amazon-apigateway-documentation オブジェクトにドキュメント
パーツが含まれており、API エンティティ定義に OpenAPI によりサポートされている
ドキュメントプロパティが含まれています。この出力には、統合や Lambda オーソライ
ザー (以前のカスタムオーソライザー) の詳細は含まれません。両方の詳細を含めるに
は、extensions=integrations,authorizers,documentation を設定します。オーソライザーの
詳細は含めず統合の詳細を含めるには、extensions=integrations,documentation を設定します。
JSON ファイルで結果を出力するには、リクエストで Accept:application/json ヘッダーを設定する
必要があります。YAML 出力を生成するには、リクエストヘッダーを Accept:application/yaml に変
更します。
例として、ルートリソース (GET) でシンプルな / メソッドを開示する API について調べます。この API に
は、OpenAPI 定義ファイルで定義された 4 つの API エンティティ (それぞれ API、MODEL、METHOD、お
よび RESPONSE タイプ用) があります。ドキュメントパーツは、API、METHOD、RESPONSE の各エンティ
ティに追加されています。前の documentation-exporting コマンドを呼び出すと、次の出力が生成され、
標準 OpenAPI ファイルへの拡張として x-amazon-apigateway-documentation オブジェクト内にド
キュメントパーツがリストされます。
OpenAPI 3.0
{

"openapi": "3.0.0",
"info": {
"description": "API info description",
"version": "2016-11-22T22:39:14Z",
"title": "doc",
"x-bar": "API info x-bar"
},
"paths": {
"/": {
"get": {
"description": "Method description.",
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"content": {
"application/json": {
"schema": {
"$ref": "#/components/schemas/Empty"
}
}
}
}
},
"x-example": "x- Method example"
},
"x-bar": "resource x-bar"
}
},
"x-amazon-apigateway-documentation": {
"version": "1.0.0",
"createdDate": "2016-11-22T22:41:40Z",
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"documentationParts": [
{
"location": {
"type": "API"
},
"properties": {
"description": "API description",
"foo": "API foo",
"x-bar": "API x-bar",
"info": {
"description": "API info description",
"version": "API info version",
"foo": "API info foo",
"x-bar": "API info x-bar"
}
}
},
{
"location": {
"type": "METHOD",
"method": "GET"
},
"properties": {
"description": "Method description.",
"x-example": "x- Method example",
"foo": "Method foo",
"info": {
"version": "method info version",
"description": "method info description",
"foo": "method info foo"
}
}
},
{
"location": {
"type": "RESOURCE"
},
"properties": {
"description": "resource description",
"foo": "resource foo",
"x-bar": "resource x-bar",
"info": {
"description": "resource info description",
"version": "resource info version",
"foo": "resource info foo",
"x-bar": "resource info x-bar"
}
}
}
]

},
"x-bar": "API x-bar",
"servers": [
{
"url": "https://rznaap68yi.execute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com/
{basePath}",
"variables": {
"basePath": {
"default": "/test"
}
}
}
],
"components": {
"schemas": {
"Empty": {
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}

}

}

}

"type": "object",
"title": "Empty Schema"

OpenAPI 2.0
{

"swagger" : "2.0",
"info" : {
"description" : "API info description",
"version" : "2016-11-22T22:39:14Z",
"title" : "doc",
"x-bar" : "API info x-bar"
},
"host" : "rznaap68yi.execute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com",
"basePath" : "/test",
"schemes" : [ "https" ],
"paths" : {
"/" : {
"get" : {
"description" : "Method description.",
"produces" : [ "application/json" ],
"responses" : {
"200" : {
"description" : "200 response",
"schema" : {
"$ref" : "#/definitions/Empty"
}
}
},
"x-example" : "x- Method example"
},
"x-bar" : "resource x-bar"
}
},
"definitions" : {
"Empty" : {
"type" : "object",
"title" : "Empty Schema"
}
},
"x-amazon-apigateway-documentation" : {
"version" : "1.0.0",
"createdDate" : "2016-11-22T22:41:40Z",
"documentationParts" : [ {
"location" : {
"type" : "API"
},
"properties" : {
"description" : "API description",
"foo" : "API foo",
"x-bar" : "API x-bar",
"info" : {
"description" : "API info description",
"version" : "API info version",
"foo" : "API info foo",
"x-bar" : "API info x-bar"
}
}
}, {
"location" : {
"type" : "METHOD",
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"method" : "GET"
},
"properties" : {
"description" : "Method description.",
"x-example" : "x- Method example",
"foo" : "Method foo",
"info" : {
"version" : "method info version",
"description" : "method info description",
"foo" : "method info foo"
}
}
}, {
"location" : {
"type" : "RESOURCE"
},
"properties" : {
"description" : "resource description",
"foo" : "resource foo",
"x-bar" : "resource x-bar",
"info" : {
"description" : "resource info description",
"version" : "resource info version",
"foo" : "resource info foo",
"x-bar" : "resource info x-bar"
}
}
} ]

}

},
"x-bar" : "API x-bar"

ドキュメントパートの properties マップで定義された OpenAPI に準拠する属性の場合、API Gateway
は関連付けられた API エンティティ定義に属性を挿入します。x-something の属性は、標準 OpenAPI
拡張です。この拡張は、API エンティティ定義に伝達されます。たとえば、x-example メソッドの GET
属性を参照してください。foo などの属性は、OpenAPI 仕様の一部ではないため、関連付けられた API エ
ンティティ定義には挿入されません。
ドキュメントレンダリングツール (OpenAPI UI など) が API エンティティ定義を解析してドキュメント
属性を抽出する場合、properties インスタンスの OpenAPI に準拠していない DocumentationPart
属性はどれもツールで使用できません。一方、ドキュメントレンダリングツールが x-amazonapigateway-documentation オブジェクトを解析してコンテンツを取得するか、ツールが
restapi:documentation-parts および documenationpart:by-id を呼び出して API Gateway からドキュメント
パートを取得する場合、ツールでの表示にすべてのドキュメント属性を使用できます。
ドキュメントと、統合の詳細を含む API エンティティ定義を JSON OpenAPI ファイルにエクスポートす
るには、次の GET リクエストを送信します。
GET /restapis/restapi_id/stages/stage_name/exports/swagger?
extensions=integrations,documentation HTTP/1.1
Accept: application/json
Host: apigateway.region.amazonaws.com
Content-Type: application/json
X-Amz-Date: YYYYMMDDTttttttZ
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access_key_id/YYYYMMDD/region/
apigateway/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date,
Signature=sigv4_secret

ドキュメントと、統合およびオーソライザーの詳細を含む API エンティティ定義を YAML OpenAPI ファ
イルにエクスポートするには、次の GET リクエストを送信します。
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GET /restapis/restapi_id/stages/stage_name/exports/swagger?
extensions=integrations,authorizers,documentation HTTP/1.1
Accept: application/yaml
Host: apigateway.region.amazonaws.com
Content-Type: application/json
X-Amz-Date: YYYYMMDDTttttttZ
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access_key_id/YYYYMMDD/region/
apigateway/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date,
Signature=sigv4_secret

API Gateway コンソールを使用して、API の発行済みドキュメントをエクスポートおよびダウロードする
には、「API Gateway コンソールを使用して REST API をエクスポートする (p. 447)」の手順に従いま
す。

API ドキュメントのインポート
API エンティティ定義のインポートと同様、ドキュメントパートは API Gateway で外部 OpenAPI ファイ
ルから API にインポートできます。インポートするドキュメントパートは、有効な OpenAPI 定義ファイ
ルの x-amazon-apigateway-documentation オブジェクト (p. 782) 拡張内で指定します。ドキュメントを
インポートしても、既存の API エンティティ定義は変更されません。
API Gateway で新しく指定されたドキュメントパートを既存のドキュメントパートにマージしたり、既存
のドキュメントパートを上書きしたりするオプションがあります。MERGE モードでは、OpenAPI ファイ
ルで定義された新しいドキュメントパーツが API の DocumentationParts コレクションに追加されま
す。インポートする DocumentationPart がすでに存在する場合、2 つの属性が異なる場合はインポー
トされた属性によって既存の属性が置き換えられます。他の既存のドキュメント属性は影響を受けませ
ん。OVERWRITE モードでは、インポートされた OpenAPI 定義ファイルに従って DocumentationParts
コレクション全体が置き換えられます。

API Gateway REST API を使用してドキュメントパートをインポートする
API Gateway REST API を使用して API ドキュメントをインポートするには、documentationpart:import
オペレーションを呼び出します。次の例は、API の既存のドキュメントパーツを単一の GET / メソッド
に置き換えて、成功時は 200 OK レスポンスを返す方法を示しています。
OpenAPI 3.0
PUT /restapis/<restapi_id>/documentation/parts&mode=overwrite&failonwarnings=true
Host: apigateway.region.amazonaws.com
Content-Type: application/json
X-Amz-Date: YYYYMMDDTttttttZ
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access_key_id/YYYYMMDD/region/
apigateway/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date,
Signature=sigv4_secret
{

"openapi": "3.0.0",
"info": {
"description": "description",
"version": "1",
"title": "doc"
},
"paths": {
"/": {
"get": {
"description": "Method description.",
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"content": {
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}

}

}

}

"application/json": {
"schema": {
"$ref": "#/components/schemas/Empty"
}
}

}
},
"x-amazon-apigateway-documentation": {
"version": "1.0.3",
"documentationParts": [
{
"location": {
"type": "API"
},
"properties": {
"description": "API description",
"info": {
"description": "API info description 4",
"version": "API info version 3"
}
}
},
{
"location": {
"type": "METHOD",
"method": "GET"
},
"properties": {
"description": "Method description."
}
},
{
"location": {
"type": "MODEL",
"name": "Empty"
},
"properties": {
"title": "Empty Schema"
}
},
{
"location": {
"type": "RESPONSE",
"method": "GET",
"statusCode": "200"
},
"properties": {
"description": "200 response"
}
}
]
},
"servers": [
{
"url": "/"
}
],
"components": {
"schemas": {
"Empty": {
"type": "object",
"title": "Empty Schema"
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}

}

}

}

OpenAPI 2.0
PUT /restapis/<restapi_id>/documentation/parts&mode=overwrite&failonwarnings=true
Host: apigateway.region.amazonaws.com
Content-Type: application/json
X-Amz-Date: YYYYMMDDTttttttZ
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access_key_id/YYYYMMDD/region/
apigateway/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date,
Signature=sigv4_secret
{

"swagger": "2.0",
"info": {
"description": "description",
"version": "1",
"title": "doc"
},
"host": "",
"basePath": "/",
"schemes": [
"https"
],
"paths": {
"/": {
"get": {
"description": "Method description.",
"produces": [
"application/json"
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"schema": {
"$ref": "#/definitions/Empty"
}
}
}
}
}
},
"definitions": {
"Empty": {
"type": "object",
"title": "Empty Schema"
}
},
"x-amazon-apigateway-documentation": {
"version": "1.0.3",
"documentationParts": [
{
"location": {
"type": "API"
},
"properties": {
"description": "API description",
"info": {
"description": "API info description 4",
"version": "API info version 3"
}
}
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},
{

"location": {
"type": "METHOD",
"method": "GET"
},
"properties": {
"description": "Method description."
}

},
{

"location": {
"type": "MODEL",
"name": "Empty"
},
"properties": {
"title": "Empty Schema"
}

},
{

}

}

]

}

"location": {
"type": "RESPONSE",
"method": "GET",
"statusCode": "200"
},
"properties": {
"description": "200 response"
}

成功すると、このリクエストはペイロードにインポートされた DocumentationPartId を含む 200 OK
レスポンスを返します。
{

}

"ids": [
"kg3mth",
"796rtf",
"zhek4p",
"5ukm9s"
]

加えて、API 定義の入力 OpenAPI ファイルの一部として x-amazon-apigateway-documentation
オブジェクトでドキュメントパートを指定して、restapi:import または restapi:put を呼び出すことも
できます。API インポートからドキュメントパーツを除外するには、リクエストクエリパラメータで
ignore=documentation を設定します。

API Gateway コンソールを使用してドキュメントパートをインポートする
次の手順では、ドキュメントパーツをインポートする方法について説明します。

コンソールを使用して API のドキュメントパーツを外部ファイルからインポートするには
1.

コンソールで、メインナビゲーションペインから API の [ドキュメント] を選択します。

2.

[ドキュメント] ペインで [ドキュメントのインポート] を選択します。

3.

[Select OpenAPI File (OpenAPI ファイルの選択)] を選択してドライブからファイルをロードする
か、ファイルのコンテンツをコピーしてファイルビューに貼り付けます。例として、「API Gateway
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REST API を使用してドキュメントパートをインポートする (p. 565)」にあるサンプルリクエストの
ペイロードを参照してください。
4.

オプションで、[警告を失敗とみなす] または [警告を無視する] を選択し、[インポートモード] から
[Merge] または [Overwrite] を選択します。

5.

[Import] を選択します。

API ドキュメントへのアクセスの制御
API ドキュメントの執筆と編集を行う専用ドキュメントチームを持っている場合、デベロッパー (API 開発
用) と執筆者および編集者 (コンテンツ開発用) に別個のアクセス権限を設定することができます。これは
特に、サードパーティベンダーがドキュメントの作成に関与している場合に適しています。
API ドキュメントを作成、更新、発行するアクセス許可をドキュメントチームに付与するには、次の IAM
ポリシーを持つ IAM ロールをドキュメントチームに割り当てることができます。ここで、account_id は
ドキュメントチームの AWS アカウント ID です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{

}

]

}

"Sid": "StmtDocPartsAddEditViewDelete",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"apigateway:GET",
"apigateway:PUT",
"apigateway:POST",
"apigateway:PATCH",
"apigateway:DELETE"
],
"Resource": [
"arn:aws:apigateway::account_id:/restapis/*/documentation/*"
]

API Gateway リソースにアクセスするためのアクセス許可の設定については、「the section called
“Amazon API Gateway と IAM の連携方法” (p. 811)」を参照してください。

API Gateway で REST API 用 SDK を生成する
プラットフォームおよび言語に固有な方法で REST API を呼び出すには、プラットフォームおよび言語
に固有な SDK を API 用に生成する必要があります。現在、API Gateway は、Java、JavaScript、Java
for Android、iOS 用の Objective-C または Swift、Ruby において、API の SDK の生成をサポートしていま
す。
このセクションでは、API Gateway API の SDK を生成する方法について説明します。また、生成された
SDK を Java、Java for Android、iOS 用の Objective-C と Swift、JavaScript の各アプリで使用する方法に
ついても説明します。
わかりやすく説明するために、この単純な電卓 (p. 574)の Lambda 関数を公開する、この API Gateway
API (p. 576) を使用します。
先に進む前に、API Gateway で少なくとも 1 回、API を作成またはインポートし、デプロイしてくださ
い。手順については、「Amazon API Gateway での REST API のデプロイ (p. 448)」を参照してくださ
い。
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トピック
• API Gateway コンソールを使用して API の SDK を生成する (p. 570)
• AWS CLI コマンドを使用して API 用の SDK を生成する (p. 573)
• 単純な電卓の Lambda 関数 (p. 574)
• API Gateway の単純な電卓の API (p. 576)
• 単純な電卓の API OpenAPI 定義 (p. 580)

API Gateway コンソールを使用して API の SDK を生成する
API Gateway でプラットフォーム固有または言語固有の SDK を API 用に生成するには、最初に API の
作成、テスト、ステージへのデプロイを行う必要があります。わかりやすいように、このセクションで
は例として単純な電卓 (p. 580) API を使用し、言語固有またはプラットフォーム固有の SDK を生成し
ます。この API を作成、テスト、デプロイする方法の手順については、「単純な電卓の API を作成す
る (p. 576)」を参照してください。
トピック
• API の Java SDK の生成 (p. 570)
• API の Android SDK の生成 (p. 571)
• API の iOS SDK の生成 (p. 571)
• REST API の JavaScript SDK の生成 (p. 572)
• API の Ruby SDK の生成 (p. 572)

API の Java SDK の生成
API Gateway で API の Java SDK を生成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

REST API を選択します。

3.

[ステージ] を選択します。

4.

[ステージ] ペインで、ステージの名前を選択します。

5.

[SDK の生成] タブの [プラットフォーム] で [Java] を選択し、次の操作を実行します。
a.

[サービス名] で、SDK の名前を指定します 例えば、 。SimpleCalcSdkこれは、SDK クライア
ントクラスの名前になります。この名前は、SDK のプロジェクトフォルダの pom.xml ファイル
で、<name> の下にある <project> タグに対応します。ハイフンは含めないでください。

b.

[Java Package Name (Java パッケージ名)] で、SDK のパッケージ名を指定します 例え
ば、 。examples.aws.apig.simpleCalc.sdkこのパッケージ名は SDK ライブラリの名前空
間として使用されます。ハイフンは含めないでください。

c.

[Java Build System (Java ビルドシステム)] で「maven」または「gradle」と入力し、ビルドシ
ステムを指定します。

d.

[Java Group Id (Java グループ ID)] で、SDK プロジェクトのグループ ID を入力します たとえ
ば、「my-apig-api-examples」と入力します。この ID は、SDK のプロジェクトフォルダー
の <groupId> ファイルで、<project> の下にある pom.xml タグに対応します。

e.

[Java Artifact Id (Java アーティファクト ID)] で、SDK プロジェクトのアーティファクト ID を入
力します たとえば、「simple-calc-sdk」と入力します。この ID は、SDK のプロジェクト
フォルダーの <artifactId> ファイルで、<project> の下にある pom.xml タグに対応しま
す。

f.

[Java Artifact Version (Java アーティファクトバージョン)] で、バージョン ID の文字列を入力し
ます 例えば、 。1.0.0このバージョン ID は、SDK のプロジェクトフォルダーの <version>
ファイルで、<project> の下にある pom.xml タグに対応します。
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g.

[Source Code License Text (ソースコードライセンステキスト)] に、ソースコードのライセンステ
キスト (ある場合) を入力します。

6.

[Generate SDK (SDK の生成)] を選択し、画面の指示に従って、API Gateway で生成された SDK をダ
ウンロードします。

7.

生成された SDK を使用するには、「REST API 用に API Gateway で生成された Java SDK を使用す
る (p. 418)」の手順に従います。

API を更新するたびに、更新を反映するために API を再デプロイして SDK を再生成する必要がありま
す。

API の Android SDK の生成
API Gateway で API の Android SDK を生成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

REST API を選択します。

3.

[ステージ] を選択します。

4.

[ステージ] ペインで、ステージの名前を選択します。

5.

[SDK の生成] タブの [プラットフォーム] で、Android プラットフォームを選択します。
a.

[Group ID (グループ ID)] に、対応するプロジェクトの一意の ID を入力します。これ
は、pom.xml ファイルで使用されます (例: com.mycompany)。

b.

[Invoker package (Invoker パッケージ)] に、生成されたクライアントクラスの名前空間を入力し
ます (例: com.mycompany.clientsdk)。

c.

[Artifact ID (アーティファクト ID)] に、コンパイルされた .jar ファイルの名前を、バージョンを
除外して入力します。これは、pom.xml ファイルで使用されます (例: aws-apigateway-apisdk)。

d.

[Artifact version (アーティファクトバージョン)] に、生成されたクライアントのアーティファクト
バージョンの番号を入力します。これは pom.xml ファイルで使用され、major.minor.patch パ
ターンに従います (例: 1.0.0)。

6.

[Generate SDK (SDK の生成)] を選択し、画面の指示に従って、API Gateway で生成された SDK をダ
ウンロードします。

7.

生成された SDK を使用するには、「REST API 用に API Gateway で生成された Android SDK を使用
する (p. 421)」の手順に従います。

API を更新するたびに、更新を反映するために API を再デプロイして SDK を再生成する必要がありま
す。

API の iOS SDK の生成
API Gateway で API の iOS SDK を生成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

REST API を選択します。

3.

[ステージ] を選択します。

4.

[ステージ] ペインで、ステージの名前を選択します。

5.

[SDK 生成] タブの [プラットフォーム] で、iOS (Objective-C) または iOS (Swift) プラットフォームを
選択します。
•

[プレフィックス] ボックスに一意のプレフィックスを入力します。
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プレフィックスの効果は次のとおりです。例えば、Input、Output、Result をモデルとす
る SimpleCalc (p. 576) API の SDK にプレフィックスとして SIMPLE_CALC を割り当てる場
合、生成される SDK には、メソッドのリクエスト/レスポンスを含む API をカプセル化する
SIMPLE_CALCSimpleCalcClient クラスが含まれます。さらに、生成される SDK には、リク
エスト入力およびレスポンス出力の入力、出力、結果をそれぞれ表す SIMPLE_CALCInput クラ
ス、SIMPLE_CALCOutput クラス、SIMPLE_CALCResult クラスが含まれます。詳細について
は、「Objective-C または Swift で REST API 用に API Gateway で生成された iOS SDK を使用す
る (p. 427)」を参照してください。
6.

[Generate SDK (SDK の生成)] を選択し、画面の指示に従って、API Gateway で生成された SDK をダ
ウンロードします。

7.

生成された SDK を使用するには、「Objective-C または Swift で REST API 用に API Gateway で生成
された iOS SDK を使用する (p. 427)」の手順に従います。

API を更新するたびに、更新を反映するために API を再デプロイして SDK を再生成する必要がありま
す。

REST API の JavaScript SDK の生成
API Gateway で API の JavaScript SDK を生成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

API のリストで、SDK を生成する API の名前を選択します。

3.

API の名前を含む左側のペインで、[ステージ] を選択します。

4.

[ステージ] ペインで、ステージの名前を選択します。

5.

[SDK 生成] タブの [プラットフォーム] で、[JavaScript] を選択します。

6.

[Generate SDK (SDK の生成)] を選択し、画面の指示に従って、API Gateway で生成された SDK をダ
ウンロードします。

7.

生成された SDK を使用するには、「REST API 用に API Gateway で生成された JavaScript SDK を使
用する (p. 423)」の手順に従います。

API を更新するたびに、更新を反映するために API を再デプロイして SDK を再生成する必要がありま
す。

API の Ruby SDK の生成
API Gateway で API の Ruby SDK を生成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

REST API を選択します。

3.

[ステージ] を選択します。

4.

[ステージ] ペインで、ステージの名前を選択します。

5.

[SDK 生成] タブの [プラットフォーム] で、[Ruby] を選択します。
a.

[サービス名] で、SDK の名前を指定します 例えば、 。SimpleCalcこれは、API の Ruby Gem
の名前空間を生成するために使用されます。名前はすべて文字である必要があり (a-zA-Z)、その
他の特殊文字や数字は使用できません。

b.

[Ruby Gem Name (Ruby Gem 名)] で、Ruby Gem の名前を指定し、API 用に生成された SDK
ソースコードを含めます。デフォルトでは、小文字のサービス名に -sdk サフィックスを加えた
ものです (simplecalc-sdk など)。

c.

[Ruby Gem Version (Ruby Gem バージョン)] で、生成された Ruby Gem のバージョン番号を指定
します。デフォルトでは、1.0.0 に設定されます。
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6.

[Generate SDK (SDK の生成)] を選択し、画面の指示に従って、API Gateway で生成された SDK をダ
ウンロードします。

7.

生成された SDK を使用するには、「API Gateway によって生成された Ruby SDK を REST API で使
用する (p. 424)」の手順に従います。

API を更新するたびに、更新を反映するために API を再デプロイして SDK を再生成する必要がありま
す。

AWS CLI コマンドを使用して API 用の SDK を生成する
AWS CLI を使用して、get-sdk コマンドを呼び出すことによって、サポートされているプラットフォーム
用の API の SDK を生成およびダウンロードできます。以下では、サポートされているプラットフォーム
の一部について、これを示しています。
トピック
• AWS CLI を使用して Java for Android SDK を生成してダウンロードする (p. 573)
• AWS CLI を使用して JavaScript SDK を生成してダウンロードする (p. 573)
• AWS CLI を使用して Ruby SDK を生成してダウンロードする (p. 573)

AWS CLI を使用して Java for Android SDK を生成してダウンロードする
特定のステージ (udpuvvzbkc) で、API (test) の API Gateway で生成された Java for Android SDK を生
成してダウンロードするには、次のようにコマンドを呼び出します。
aws apigateway get-sdk \
--rest-api-id udpuvvzbkc \
--stage-name test \
--sdk-type android \
--parameters groupId='com.mycompany',\
invokerPackage='com.mycompany.myApiSdk',\
artifactId='myApiSdk',\
artifactVersion='0.0.1' \
~/apps/myApi/myApi-android-sdk.zip

~/apps/myApi/myApi-android-sdk.zip の最後の入力は、myApi-android-sdk.zip という名前
の、ダウンロードした SDK ファイルへのパスです。

AWS CLI を使用して JavaScript SDK を生成してダウンロードする
特定のステージ (udpuvvzbkc) で、API (test) の API Gateway で生成された JavaScript SDK を生成して
ダウンロードするには、次のようにコマンドを呼び出します。
aws apigateway get-sdk \
--rest-api-id udpuvvzbkc \
--stage-name test \
--sdk-type javascript \
~/apps/myApi/myApi-js-sdk.zip

~/apps/myApi/myApi-js-sdk.zip の最後の入力は、myApi-js-sdk.zip という名前の、ダウンロー
ドした SDK ファイルへのパスです。

AWS CLI を使用して Ruby SDK を生成してダウンロードする
特定のステージ (udpuvvzbkc) で、API (test) の Ruby SDK を生成してダウンロードするには、次のよ
うにコマンドを呼び出します。
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aws apigateway get-sdk \
--rest-api-id udpuvvzbkc \
--stage-name test \
--sdk-type ruby \
--parameters service.name=myApiRubySdk,ruby.gem-name=myApi,ruby.gemversion=0.01 \
~/apps/myApi/myApi-ruby-sdk.zip

~/apps/myApi/myApi-ruby-sdk.zip の最後の入力は、myApi-ruby-sdk.zip という名前の、ダウ
ンロードした SDK ファイルへのパスです。
次に、生成された SDK を使用して基盤となる API を呼び出す方法を示します。詳細については、「生成
された SDK を使用して REST API を呼び出す (p. 417)」を参照してください。

単純な電卓の Lambda 関数
例として加減乗除のバイナリ演算を行う Node.js Lambda 関数を使用します。
トピック
• 単純な電卓の Lambda 関数の入力形式 (p. 574)
• 単純な電卓の Lambda 関数の出力形式 (p. 574)
• 単純な電卓の Lambda 関数の実装 (p. 574)
• 単純な電卓の Lambda 関数を作成する (p. 575)

単純な電卓の Lambda 関数の入力形式
この関数の入力形式は次のとおりです。
{ "a": "Number", "b": "Number", "op": "string"}

op は (+, -, *, /, add, sub, mul, div) のいずれかです。

単純な電卓の Lambda 関数の出力形式
演算が成功すると、次の形式の結果が返されます。
{ "a": "Number", "b": "Number", "op": "string", "c": "Number"}

c には計算結果が入ります。

単純な電卓の Lambda 関数の実装
Lambda 関数の実装は次のとおりです。
console.log('Loading the calculator function');
exports.handler = function(event, context, callback) {
console.log('Received event:', JSON.stringify(event, null, 2));
if (event.a === undefined || event.b === undefined || event.op === undefined) {
callback("400 Invalid Input");
}
var res = {};
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res.a = Number(event.a);
res.b = Number(event.b);
res.op = event.op;
if (isNaN(event.a) || isNaN(event.b)) {
callback("400 Invalid Operand");
}

};

switch(event.op)
{
case "+":
case "add":
res.c = res.a + res.b;
break;
case "-":
case "sub":
res.c = res.a - res.b;
break;
case "*":
case "mul":
res.c = res.a * res.b;
break;
case "/":
case "div":
res.c = res.b===0 ? NaN : Number(event.a) / Number(event.b);
break;
default:
callback("400 Invalid Operator");
break;
}
callback(null, res);

単純な電卓の Lambda 関数を作成する
この関数は、AWS Lambda コンソール (https://console.aws.amazon.com/lambda/) を使用し、次のように
上記のコードのリストをオンラインコードエディタ内に貼り付ることで作成できます。
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API Gateway の単純な電卓の API
Amazon の単純な電卓の API では、3 つのメソッド (GET、POST、GET) を公開して the section called “単
純な電卓の Lambda 関数” (p. 574) を呼び出します。この API を図に示すと次のようになります。

この 3 つのメソッドは方法は異なりますが、バックエンドの Lambda 関数に入力を渡して同じ操作を行い
ます。
• GET /?a=...&b=...&op=... メソッドは、クエリパラメータを使用して入力を指定します。
• POST / メソッドは、{"a":"Number", "b":"Number", "op":"string"} の JSON ペイロードを
使用して入力を指定します。
• GET /{a}/{b}/{op} メソッドは、パスパラメータを使用して入力を指定します。
API Gateway では、HTTP メソッドとパス部分を組み合わせて、対応する SDK メソッド名を生成し
ます (定義されていない場合)。ルートパス部分 (/) は Api Root と呼ばれます。たとえば、GET /?
a=...&b=...&op=... の API メソッドのデフォルトの Java SDK メソッド名は getABOp、POST / のデ
フォルトの SDK メソッド名は postApiRoot、 GET /{a}/{b}/{op} のデフォルトの SDK メソッド名
は getABOp です。個々の SDK は規則をカスタマイズすることができます。SDK 固有のメソッド名につ
いては、生成された SDK ソースのドキュメントを参照してください。
各 API メソッドで operationName プロパティを指定すると、デフォルトの SDK メソッド名を上書きでき
ます。API メソッドを作成する場合や、API Gateway REST API を使用して API メソッドを更新する場合
は、これを行うことができます。API Swagger の定義では、同じ結果を得るために operationId を設定
できます。
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この API に対して API Gateway で生成された SDK を使用してこれらのメソッドを 呼び出す方法を示す
前に、メソッドの設定方法を簡単に再確認しましょう。詳細な手順については、「」を参照してくださ
いAmazon API Gateway での REST API の作成 (p. 192) API Gateway を初めて使用する場合は、まず
「Lambda 統合で API Gateway REST API を構築する (p. 20)」を参照してください。

入力と出力のモデルの作成
SDK で厳密に型指定された入力を指定するには、API の Input モデルを作成します。

同様に、レスポンス本文のデータ型を記述するには、API Gateway で以下のモデルを作成します。
{

}

"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"type": "object",
"properties": {
"c": {"type":"number"}
},
"title": "Output"

および
{

"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"type":"object",
"properties":{
"input":{
"$ref":"https://apigateway.amazonaws.com/restapis/t7dve4zn36/models/Input"
},
"output":{
"$ref":"https://apigateway.amazonaws.com/restapis/t7dve4zn36/models/Output"
}
},
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}

"title":"Result"

GET / メソッドのクエリパラメータの設定
GET /?a=..&b=..&op=.. メソッドのクエリパラメータは [メソッドリクエスト] で宣言します。

バックエンドへの入力としてペイロードのデータモデルを設定する
POST / メソッドについては、Input モデルを作成し、それをメソッドリクエストに追加して入力データ
の形式を定義します。
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API のユーザーは、このモデルを使用して Input オブジェクトをインスタンス化することで、SDK を呼
び出して入力を指定できます。このモデルがないと、Lambda 関数への JSON 入力を表すためにディク
ショナリオブジェクトの作成が必要になります。

バックエンドからの結果出力のデータモデルを設定する
3 つすべてのメソッドで、Result モデルを作成し、それをメソッドの Method Response に追加し
て、Lambda 関数から返される出力の形式を定義します。
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API のユーザーは、このモデルを使って Result オブジェクトのプロパティを読み取ることで、正常な出
力を解析できます。このモデルがないと、JSON 出力を表すためにディクショナリオブジェクトを作成す
ることが必要になります。
また、次の Swagger API の定義 (p. 580)に従って API を作成して設定することもできます。

単純な電卓の API OpenAPI 定義
次に示すのは、単純な電卓の API の OpenAPI 定義です。この定義をアカウント内にインポートできま
す。ただし、インポート後に Lambda 関数 (p. 574)でリソースベースのアクセス許可をリセットする必
要があります。そのためには、API Gateway コンソールの [Integration Request (統合リクエスト)] で、ア
カウントで作成した Lambda 関数を再選択します。これにより、必要なアクセス許可が API Gateway コ
ンソールでリセットされます。別の方法として、add-permission の Lambda コマンドに AWS Command
Line Interface を使用することもできます。
OpenAPI 2.0
{

"swagger": "2.0",
"info": {
"version": "2016-09-29T20:27:30Z",
"title": "SimpleCalc"
},
"host": "t6dve4zn25.execute-api.us-west-2.amazonaws.com",
"basePath": "/demo",
"schemes": [
"https"
],
"paths": {
"/": {
"get": {
"consumes": [
"application/json"
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],
"produces": [
"application/json"
],
"parameters": [
{
"name": "op",
"in": "query",
"required": false,
"type": "string"
},
{
"name": "a",
"in": "query",
"required": false,
"type": "string"
},
{
"name": "b",
"in": "query",
"required": false,
"type": "string"
}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"schema": {
"$ref": "#/definitions/Result"
}
}
},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"requestTemplates": {
"application/json": "#set($inputRoot = $input.path('$'))\n{\n
\"a\" : $input.params('a'),\n \"b\" : $input.params('b'),\n \"op\" :
\"$input.params('op')\"\n}"
},
"uri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:Calc/invocations",
"passthroughBehavior": "when_no_templates",
"httpMethod": "POST",
"responses": {
"default": {
"statusCode": "200",
"responseTemplates": {
"application/json": "#set($inputRoot = $input.path('$'))\n{\n
\"input\" : {\n
\"a\" : $inputRoot.a,\n
\"b\" : $inputRoot.b,\n
\"op\" :
\"$inputRoot.op\"\n },\n \"output\" : {\n
\"c\" : $inputRoot.c\n }\n}"
}
}
},
"type": "aws"
}
},
"post": {
"consumes": [
"application/json"
],
"produces": [
"application/json"
],
"parameters": [
{
"in": "body",
"name": "Input",

581

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
SDK の生成
"required": true,
"schema": {
"$ref": "#/definitions/Input"
}

}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"schema": {
"$ref": "#/definitions/Result"
}
}
},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"uri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:Calc/invocations",
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "POST",
"responses": {
"default": {
"statusCode": "200",
"responseTemplates": {
"application/json": "#set($inputRoot = $input.path('$'))\n{\n
\"input\" : {\n
\"a\" : $inputRoot.a,\n
\"b\" : $inputRoot.b,\n
\"op\" :
\"$inputRoot.op\"\n },\n \"output\" : {\n
\"c\" : $inputRoot.c\n }\n}"
}
}
},
"type": "aws"
}
}
},
"/{a}": {
"x-amazon-apigateway-any-method": {
"consumes": [
"application/json"
],
"produces": [
"application/json"
],
"parameters": [
{
"name": "a",
"in": "path",
"required": true,
"type": "string"
}
],
"responses": {
"404": {
"description": "404 response"
}
},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"requestTemplates": {
"application/json": "{\"statusCode\": 200}"
},
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"responses": {
"default": {
"statusCode": "404",
"responseTemplates": {
"application/json": "{ \"Message\" : \"Can't $context.httpMethod
$context.resourcePath\" }"
}
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}
},
"type": "mock"

}
}
},
"/{a}/{b}": {
"x-amazon-apigateway-any-method": {
"consumes": [
"application/json"
],
"produces": [
"application/json"
],
"parameters": [
{
"name": "a",
"in": "path",
"required": true,
"type": "string"
},
{
"name": "b",
"in": "path",
"required": true,
"type": "string"
}
],
"responses": {
"404": {
"description": "404 response"
}
},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"requestTemplates": {
"application/json": "{\"statusCode\": 200}"
},
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"responses": {
"default": {
"statusCode": "404",
"responseTemplates": {
"application/json": "{ \"Message\" : \"Can't $context.httpMethod
$context.resourcePath\" }"
}
}
},
"type": "mock"
}
}
},
"/{a}/{b}/{op}": {
"get": {
"consumes": [
"application/json"
],
"produces": [
"application/json"
],
"parameters": [
{
"name": "a",
"in": "path",
"required": true,
"type": "string"
},
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{

"name": "b",
"in": "path",
"required": true,
"type": "string"

},
{

"name": "op",
"in": "path",
"required": true,
"type": "string"

}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"schema": {
"$ref": "#/definitions/Result"
}
}
},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"requestTemplates": {
"application/json": "#set($inputRoot = $input.path('$'))\n{\n
\"a\" : $input.params('a'),\n \"b\" : $input.params('b'),\n \"op\" :
\"$input.params('op')\"\n}"
},
"uri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:Calc/invocations",
"passthroughBehavior": "when_no_templates",
"httpMethod": "POST",
"responses": {
"default": {
"statusCode": "200",
"responseTemplates": {
"application/json": "#set($inputRoot = $input.path('$'))\n{\n
\"input\" : {\n
\"a\" : $inputRoot.a,\n
\"b\" : $inputRoot.b,\n
\"op\" :
\"$inputRoot.op\"\n },\n \"output\" : {\n
\"c\" : $inputRoot.c\n }\n}"
}
}
},
"type": "aws"
}
}
}
},
"definitions": {
"Input": {
"type": "object",
"properties": {
"a": {
"type": "number"
},
"b": {
"type": "number"
},
"op": {
"type": "string"
}
},
"title": "Input"
},
"Output": {
"type": "object",
"properties": {
"c": {
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}

}

}

"type": "number"

},
"title": "Output"
},
"Result": {
"type": "object",
"properties": {
"input": {
"$ref": "#/definitions/Input"
},
"output": {
"$ref": "#/definitions/Output"
}
},
"title": "Result"
}

サーバーレス開発者ポータルを使用して API Gateway
API を分類する
デベロッパーポータルは、API を顧客が利用できるようにするために使用するアプリケーションです。
サーバーレス開発者ポータルを使用すると、API Gateway マネージド型 API を API Gateway から直接公
開できます。OpenAPI 定義をアップロードすることで、非 API Gateway マネージド型 API を公開するこ
ともできます。サーバーレスデベロッパーポータルで API を公開すると、顧客は簡単に次のことができま
す。
• どの API が利用可能かをご確認ください。
• API ドキュメントを参照してください。
• 登録するとすぐに、アプリケーションの構築に使用できる独自の API キーを受け取ることができます。
• デベロッパーポータル UI で API をお試しください。
• 独自の API の使用状況をモニタリングします。
Amazon API Gateway は、定期的に更新されるサーバーレスデベロッパーポータルアプリケーションを
AWS Serverless Application Repository および GitHub で公開します。これは Apache 2.0 ライセンスの
もとでリリースされ、カスタマイズしてビルドおよびデプロイツールに組み込むことができます。フロ
ントエンドは React で記述されており、完全にカスタマイズ可能になるよう設計されています。https://
github.com/awslabs/aws-api-gateway-developer-portal/wiki/Customization を参照してください。
AWS Serverless Application Repository の詳細については、AWS Serverless Application Repository デベ
ロッパーガイドを参照してください。

Tip
サーバーレスデベロッパーポータルのサンプルをお試しになる場合は、https://
developer.exampleapigateway.com/ を参照してください。
トピック
• デベロッパーポータルを作成する (p. 586)
• デベロッパーポータルの設定 (p. 587)
• デベロッパーポータルの管理者ユーザーを作成する (p. 589)
• 開発者ポータルのユーザーの管理 (p. 589)
• API Gateway マネージド型 API を開発者ポータルに公開する (p. 589)
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• API Gateway マネージド型 API を更新または削除する (p. 590)
• 非 API Gateway マネージド型 API を削除する (p. 591)
• 非 API Gateway マネージド型 API を開発者ポータルに公開する (p. 591)
• お客様がデベロッパーポータルを使用する方法 (p. 591)
• デベロッパーポータルのベストプラクティス (p. 592)

デベロッパーポータルを作成する
API Gateway サーバーレス開発者ポータルは、ブランドに合うように、そのまま、またはカスタマイズし
てデプロイできます。デベロッパーポータルをデプロイするには、次の 2 つの方法があります。
• AWS Serverless Application Repository を使用します。[Deploy] (デプロイ) ボタンをクリックして API
Gateway サーバーレスデベロッパーポータル AWS CloudFormation スタックを起動し、Lambda コン
ソールにいくつかのスタックパラメータを入力します。
• AWS GitHub リポジトリから API Gateway サーバーレスデベロッパーポータルをダウンロードし、AWS
SAM CLI から API Gateway サーバーレスデベロッパーポータル AWS CloudFormation スタックを起動
します。

AWS Serverless Application Repository を使用してサーバーレスデベロッパーポータルをデプロイ
するには
1.

AWS Serverless Application Repository の API Gateway サーバーレスデベロッパーポータルページに
移動します。

2.

[デプロイ] を選択します。

Note
AWS Lambda コンソールへのサインインが求められる場合があります。
3.

Lambda コンソールで、[Application settings (アプリケーションの設定)] で必要な開発者ポータルス
タックパラメータ (p. 587)を入力します。

Note
S3 バケット名と Amazon Cognito ドメインプレフィックスが必要です。その他の設定はオプ
ションです。
4.

[Got an opinion? (ご意見をお聞かせください)] 顧客フィードバックボタンを有効にする場合は、以下
を実行する必要があります。
• [DevPortalAdminEmail] ボックスに E メールアドレスを入力します。顧客がフィードバックを送信
すると、E メールがこのアドレスに送信されます。

Note
E メールアドレスを指定しないと、[Got an opinion? (ご意見をお聞かせください)] は開発
者ポータルに表示されません。
• 必要に応じて、[DevPortalFeedbackTableName] ボックスにテーブル名を入力します。デフォ
ルトの名前は "DevPortalFeedback" です。顧客がフィードバックを送信すると、この名前の
DynamoDB テーブルにフィードバックが保存されます。
5.

[I acknowledge that this app creates custom IAM roles and resource policies (このアプリでカスタム
IAM ロールおよびリソースポリシーを作成することを認識しています)] チェックボックスをオンにし
ます。

6.

[デプロイ] を選択します。

7.

[AdminEmail] スタックパラメータに E メールアドレスを入力した場合、Amazon SNS サ
ブスクリプション E メールがその E メールアドレスに送信されます。この E メールは、
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[MarketplaceSubscriptionTopicProductCode] 設定で指定した Amazon SNS トピックへのサブスクリプ
ションを確認します。

AWS SAM を使用してサーバーレス開発者ポータルをダウンロードおよびデプロイするには
1.

最新の AWS CLIと AWS SAMCLI がインストールされ、設定されていることを確認します。

2.

API Gateway サーバーレス開発者ポータルリポジトリをダウンロードまたはクローンします。

3.

zip 形式の Lambda 関数をアップロードできるプライベート Amazon S3 バケットがあることを確認し
ます。ない場合は、Amazon S3 コンソールまたは CLI を使用して作成できます。
AWS SAM CLI で、次のコマンドの {your-lambda-artifacts-bucket-name} を Amazon S3 バ
ケットの名前に置き換えて、プロジェクトのルートから実行します。
sam package --template-file ./cloudformation/template.yaml \
--output-template-file ./cloudformation/packaged.yaml \
--s3-bucket {your-lambda-artifacts-bucket-name}

4.

このステップについては、the section called “デベロッパーポータルの設定” (p. 587) の
CognitoDomainNameOrPrefix (--parameter-overrides など) のパラメータの詳細を参照して
ください。

Note
AWS SAM テンプレートをアップロードできるプライベート Amazon S3 バケットがあるこ
とを確認してください (AWS CloudFormation はデベロッパーポータルをデプロイするために
バケットからテンプレートを読み込みます)。これは、zip 形式の Lambda 関数をアップロー
ドするために前のステップで指定したバケットと同じ場合があります。
以下のように置き換えて、プロジェクトルートから以下のコマンドを実行します。
• {your-template-bucket-name}Amazon S3 バケットの名前を使用した 。
• {custom-prefix}グローバルに一意なプレフィックスを使用した
• {cognito-domain-or-prefix} を一意の文字列に置き換えます。

sam deploy --template-file ./cloudformation/packaged.yaml \
--s3-bucket {your-template-bucket-name} \
--stack-name "{custom-prefix}-dev-portal" \
--capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM \
--parameter-overrides CognitoDomainNameOrPrefix= "{cognito-domain-orprefix}" DevPortalSiteS3BucketName="{custom-prefix}-dev-portal-static-assets"
ArtifactsS3BucketName="{custom-prefix}-dev-portal-artifacts"

開発者向けポータルが完全にデプロイされたら、以下のようにその URL を取得できます。

新しく作成したデベロッパーポータルの URL を取得するには
1.

AWS CloudFormation コンソールを開きます。

2.

スタックの名前 (aws-serverless-repository-api-gateway-dev-portal がデフォルトのス
タック名です) を選択します。

3.

Outputs セクションを開きます。開発者ポータルの URL は WebsiteURL プロパティで指定します。

デベロッパーポータルの設定
以下は、デベロッパーポータルのデプロイ中およびデプロイ後に設定する必要がある設定です。
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Note
以下の設定の多くは、開発者ポータルをデプロイした後で AWS CloudFormation スタックを更新
することによって変更できます。詳細については、「AWS CloudFormation スタックの更新」を
参照してください。
ArtifactsS3BucketName (必須)]
デプロイプロセスにより、カタログのメタデータが保存されるプライベートアクセス可能な Amazon
S3 バケットが作成されます。バケットに割り当てる名前を指定します。この名前はグローバルに一意
である必要があります。
CognitoDomainNameOrPrefix (必須)]
この文字列を Amazon Cognito でホストされた UI と組み合わせて、ユーザーのサインアップとサイン
インのために使用します。一意のドメイン名またはプレフィックス文字列を指定します。
CognitoIdentityPoolName
デプロイプロセスによって、Amazon Cognito ID プールが作成されます。ID プールのデフォルト名
は、[DevPortalIdentityPool] です。
CustomDomainNameAcmCertArn
ACM 証明書に関連付けられたドメイン名を指定した場合は、ここで ACM 証明書の ARN も指定する
必要があります。カスタムドメイン名なしでデベロッパーポータルを作成する場合は、ここを空白の
ままにします。
DevPortalAdminEmail
E メールアドレスを指定して、[Got an opinion? (ご意見をお持ちですか?)] お客様からのフィードバッ
クボタンを有効にします。顧客がフィードバックを送信すると、E メールがこのアドレスに送信され
ます。

Note
E メールアドレスを指定しないと、[Got an opinion? (ご意見をお聞かせください)] ボタンは
開発者ポータルに表示されません。
DevPortalFeedbackTableName
[DevPortalAdminEmail] に E メールアドレスを指定した場合、デプロイプロセスにより DynamoDB
テーブルが作成され、顧客が入力したフィードバックが保存されます。デフォルトの名前は
"DevPortalFeedback" です。オプションで独自のテーブル名を指定できます。
DevPortalCustomersTableName
デプロイプロセスでは、顧客アカウントが保存される DynamoDB テーブルが作成されます。オプ
ションでこのテーブルに割り当てる名前を指定できます。名前はアカウントとリージョン内で一意で
ある必要があります。テーブルのデフォルト名は、[DevPortalCustomers] です。
DevPortalSiteS3BucketName (必須)]
デプロイプロセスにより、ウェブアプリケーションコードが保存されるプライベートアクセス可能な
Amazon S3 バケットが作成されます。このバケットに割り当てる名前を指定します。この名前はグ
ローバルに一意である必要があります。
MarketplaceSubscriptionTopicProductCode
これは、サブスクライブ/サブスクライブ解除イベントの Amazon SNS トピックのサフィックスで
す。任意の値を入力します。デフォルト値は DevPortalMarketplaceSubscriptionTopic で
す。この設定は AWS Marketplace 統合を使用している場合にのみ関連します。詳細については、
「SaaS の顧客のオンボーディング」を参照してください。
StaticAssetRebuildMode
デフォルトでは、静的アセットの再ビルドによりカスタムコンテンツは上書きされません。カスタム
コンテンツをローカルバージョンに置き換えるには、overwrite-content を指定します。
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Important
overwrite-content を指定すると、Amazon S3 バケットのすべてのカスタム変更は失わ
れます。実行内容を理解していない場合、これを実行しないでください。
StaticAssetRebuildToken
デベロッパーポータルサイトの静的アセットを再アップロードするために、最後のデプロイメントの
トークンとは異なるトークンを指定します。各デプロイにタイムスタンプまたは GUID を指定して、
アセットを常に再アップロードできます。
UseRoute53Nameservers
デベロッパーポータルのカスタムドメイン名を作成している場合にのみ適用されます。true に設定
されている場合、Route 53 HostedZone および RecordSet が自動的に作成されます。それ以外の場
合、このフィールドは false のままにして、独自のネームサーバーホスティングを提供します。

デベロッパーポータルの管理者ユーザーを作成する
開発者ポータルをデプロイした後、少なくとも 1 人の管理者ユーザーを作成します。そのためには、新し
いユーザーを作成し、そのユーザーをデベロッパーポータルのデプロイ時に AWS CloudFormation が作成
した Amazon Cognito ユーザープールの管理者グループに追加します。

管理者ユーザーを作成する
1.

デベロッパーポータルで、[Register (登録)] を選択します。

2.

E メールアドレスとパスワードを入力し、[Register (登録)] を選択します。

3.

別のウェブブラウザタブで、Amazon Cognito コンソールにサインインします。

4.

[ユーザープールの管理] を選択します。

5.

デベロッパーポータルのデプロイ時に設定したデベロッパーポータルのユーザープールを選択しま
す。

6.

管理者に昇格するユーザーを選択します。

7.

[Add to group (グループに追加)] を選択します。

8.

ドロップダウンメニューで、[{stackname}-dev-portalAdminsGroup] を選択します。{stackname}
は開発者ポータルをデプロイしたときのスタック名です。

9.

[Add to group (グループに追加)] を選択します。

10. デベロッパーポータルで、同じ認証情報を使用してログアウトして再度ログインします。[My
Dashboard (自分のダッシュボード)] の横、右上隅に [Admin Panel (管理パネル)] リンクが表示されま
す。

開発者ポータルのユーザーの管理
管理者ユーザーとしてサインインした後、[管理パネル] の [アカウント] セクションを使用してユーザーを
管理できます。管理者ユーザーは、デベロッパーポータルから、新しいユーザーを招待したり、ユーザー
を削除したり、既存のユーザーを管理者ステータスに昇格したりできます。

API Gateway マネージド型 API を開発者ポータルに公開する
以下の手順では、API 所有者として、デベロッパーポータルに API を公開して、顧客がそれをサブスクラ
イブできるようにする方法を概説します。

ステップ 1: 公開できる API Gateway マネージド型 API を使用可能にする
1.

まだそうしていない場合は、API をステージにデプロイします (p. 450)。
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2.

まだそうしていない場合は、使用量プラン (p. 510)を作成し、デプロイされた API の API ステージ
に関連付けます。

Note

3.
4.

API キーを使用量プランに関連付ける必要はありません。開発者ポータルがこれを行いま
す。
[Developer Portal (デベロッパーポータル)] にサインインして、[Admin Panel (管理パネル)] に移動し
ます。
[Admin Panel (管理パネル)] API リストに API が表示されます。API リストでは、API は使用量プラン
ごとに分類されています。[Not Subscribable No Usage Plan (サブスクライブ不可、使用量プランな
し)] グループは、使用量プランに関連付けられていない API を一覧表示します。

ステップ 2: API Gateway マネージド型 API を開発者ポータルに表示する
1.
2.

[Admin Panel (管理パネル)] API リストで、API の [Displayed (表示)] 値を確認します。最初にアップ
ロードされたとき、この値は [False] に設定されます。
デベロッパーポータルで API を表示するには、[False] ボタンを選択します。その値が True に変わ
り、API が表示されるようになったことを示します。

Tip
使用量プランのすべての API が表示されるようにするには、使用量プランのヘッダーバーで
[False] または [Partial (一部)] ボタンを選択します。
3.

[API] パネルに移動して、顧客に表示されるデベロッパーポータルを確認します。左ナビゲーション列
に一覧表示された API が表示されます。
API が使用量プランに関連付けられているステージにデプロイされている場合、API の [Subscribe (サ
ブスクライブ)] ボタンが表示されます。このボタンをクリックすると、顧客の API キーが、その API
が関連付けられている使用量プランに関連付けられます。

API Gateway マネージド型 API が表示されたので、顧客が SDK をダウンロードできるように SDK の生成
を有効にできます。

ステップ 3: SDK 生成を有効にする
1.

[Admin Panel (管理パネル)] API リストで、[Disabled (無効)] ボタンを選択します。この値は [Enabled
(有効)] に変わります。これは、SDK の生成が許可されることを示します。

2.

[API] パネルに移動し、左ナビゲーション列の API を選択します。[SDK のダウンロード] ボタンと
[API のエクスポート] ボタンが表示されます。

API Gateway マネージド型 API を更新または削除する
公開後に API Gateway で API を変更した場合は、再デプロイする必要があります。

API Gateway マネージド型 API を更新するには
1.
2.
3.

API Gateway コンソール、AWS CLI、または SDK で API に必要な変更を加えます。
以前と同じステージに API を再デプロイします。
デベロッパーポータルで、[Admin Panel (管理パネル)] API リストの [Update (更新)] を選択します。こ
れにより、デベロッパーポータル UI に表示される API が更新されます。

Note
[Download SDK (SDK のダウンロード)] ボタンは、デベロッパーポータルで更新しなくて
も、常にデプロイされている最新バージョンの API を取得します。
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4.

[API] パネルに移動し、左ナビゲーション列の API を選択します。変更が表示されます。

デベロッパーポータルの API リストに API を表示しないようにするには (顧客のアクセスは取り消さず
に)。
1.

[Admin Panel (管理パネル)] API リストで、API の [Displayed (表示)] 値を確認します。API が表示され
ている場合、この値は [True] に設定されます。

2.

API が表示されないようにするには、[True] ボタンを選択します。その値が [False] に変わり、API が
非表示になったことを示します。

3.

[API] パネルに移動します。左ナビゲーション列に一覧表示された API が表示されなくなります。

顧客のアクセスを完全に削除せずに API へのアクセスを取り消すには、API Gateway コンソー
ル (p. 516)、API Gateway CLI、または REST API (p. 521) で次のいずれかを実行する必要がありま
す。
• 使用量プランから API キーを削除します。
• 使用量プランから API ステージを削除します。

非 API Gateway マネージド型 API を削除する
非 API Gateway マネージド型 API の表示を停止して顧客のアクセスを削除するには、[Delete (削除)] を選
択します。これによって API は削除されませんが、デベロッパーポータルから OpenAPI 仕様ファイルが
削除されます。

非 API Gateway マネージド型 API を開発者ポータルに公開する
次の手順では、非 API Gateway マネージド型 (または「汎用」) API を顧客に公開する方法について説明し
ます。JSON、YAML、または YML ファイルに、OpenAPI 2.0 (Swagger) または 3.x 定義 API をアップロー
ドできます。

開発者ポータルで非 API Gateway マネージド型 API を公開するには
1.

[Developer Portal (デベロッパーポータル)] にサインインして、[Admin Panel (管理パネル)] に移動し
ます。

2.

[Generic APIs (汎用 API)] で、[Add API (API の追加)] を選択します。

3.

API 用の OpenAPI ファイルが存在するディレクトリを参照して、アップロードするファイルを選択し
ます。

4.

[Upload (アップロード)] を選択します。

Note
解析できないファイルや API タイトルが含まれていないファイルがあると、警告が表示さ
れ、それらのファイルはアップロードされません。他のすべてのファイルがアップロードさ
れます。ダイアログを閉じる場合は、[x] アイコンを選択する必要があります。
5.

[Generic APIs (汎用 API)] に API が一覧表示されます。表示されない場合、[Admin Panel (管理パネ
ル)] から移動して、もう一度戻ってリストを更新します。

お客様がデベロッパーポータルを使用する方法
アプリケーションを構築して API をテストするには、顧客はデベロッパーポータルに登録してデベロッ
パーアカウントを作成する必要があります。
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デベロッパーアカウントを作成して API キーを取得するには
1.

デベロッパーポータルで、[Register (登録)] を選択します。

2.

E メールアドレスとパスワードを入力し、[Register (登録)] を選択します。

3.

API キーを確認するには、[My Dashboard (自分のダッシュボード)] を選択します。

開発者アカウントは、通常、API を使用およびテストするために必要な API キーを顧客に提供します。こ
れは、ユーザーと顧客の両方の使用状況の追跡を可能にします。
お客様が最初に登録すると、新しい API キーはユーザーの API に関連付けられません。

API の API キーを有効にするには
1.

[API] を選択します。

2.

API リストから API を選択し、[Subscribe (サブスクライブ)] を選択します。
これにより、API キーが、その API が関連付けられている使用量プランに関連付けられます。

顧客は API にサブスクライブされ、API のメソッドを呼び出すことができます。API の毎日の使用統計
は、[MyDashboard] に表示されます。
顧客は、サブスクライブしなくても開発者ポータル UI で API メソッドを試すことができます。

Note
いずれかの API メソッドで API キーが必要な場合は、メソッドリストの上に [Authorize (承認)] ボ
タンが表示されます。API キーを必要とするメソッドを黒いロックアイコンが表示されます。API
キーを必要とするメソッドを試すには、[Authorize (承認)] ボタンを選択して、API ステージの使
用量プランに関連付けられている有効な API キーを入力します。
すでにサブスクライブしている API に [Authorize (承認)] ボタンが表示される場合、無視しても問
題ありません。
顧客は、デベロッパーポータルからカスタマーフィードバックを送信できます。
お客様のフィードバックは開発者ポータルの DynamoDB テーブルに保存されます。このテーブルのデ
フォルト名は、[DevPortalFeedback] です。また、[DevPortalAdminEmail] フィールドで指定された E メー
ルアドレスに E メールが送信されます。デベロッパーポータルがデプロイされたときに E メールアドレス
が指定されていないと [ご意見をお持ちですか?] ボタンは表示されません。

Note
このテーブルの名前を変更する場合は、アカウントリージョン内で一意の名前を使用する必要が
あります。
[管理パネル] で API の SDK 生成を有効にしている場合、顧客は SDK をダウンロードし、API 定義をエ
クスポートできます。詳細については、「API Gateway で REST API 用 SDK を生成する (p. 569)」と
「API Gateway から REST API をエクスポートする (p. 444)」を参照してください。

デベロッパーポータルのベストプラクティス
以下は、デベロッパーポータルをデプロイするときに推奨されるベストプラクティスです。
• ほとんどの場合、すべての API に対して 1 つのデベロッパーポータルをデプロイするだけで済みます。
場合によっては、API の開発バージョンと本稼働用バージョンに別々の開発者ポータルを選択すること
もできます。プロダクション API に複数の開発者ポータルを使用することはお勧めしません。
• 使用量プランを作成してそれをステージに関連付ける場合は、API キーを使用量プランに関連付ける必
要はありません。開発者ポータルがこれを行います。
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• 特定の使用量プランの API が表示されている場合は、その使用量プランのすべての API をサブスクライ
ブすることができます (顧客に表示されていない場合も)。

AWS Marketplace で API Gateway API を販売する
API を作成、テスト、デプロイしたら、それらを API Gateway 使用量プラン (p. 510)にパッケージ化
し、AWS Marketplace を通じてそのプランを SaaS (Software-as-a-Service) 製品として販売します。製
品にサブスクライブする API の購入者には、使用量プランに対して行われたリクエストの数に基づいて
AWS Marketplace により請求されます。
AWS Marketplace で API を販売するには、販売チャネルをセットアップして AWS Marketplace と API
Gateway を統合する必要があります。一般に、これには AWS Marketplace への製品の掲載、API Gateway
が使用状況メトリクスを AWS Marketplace に送信できるようにする適切なポリシーを持つ IAM ロールの
設定、AWS Marketplace 製品と API Gateway 使用プランの関連付け、AWS Marketplace の購入者と API
Gateway API キーの関連付けが必要です。詳細については、以降のセクションで説明します。
API を AWS Marketplace で SaaS 製品として販売する方法の詳細については、「AWS Marketplace ユー
ザーガイド」を参照してください。
トピック
• API Gateway を使用して AWS Marketplace 統合を初期化する (p. 593)
• 使用量プランへの顧客サブスクリプションの処理 (p. 594)

API Gateway を使用して AWS Marketplace 統合を初期化する
以下のタスクは、API Gateway との AWS Marketplace の統合を初期化する 1 回限りのタスクです。これ
により、API を SaaS 製品として販売できるようになります。

への製品の出品AWS Marketplace
使用量プランを SaaS 商品として出品するには、AWS Marketplace を通じて製品ロードフォームを送信
します。商品には、apigateway タイプの requests というディメンションが含まれている必要があり
ます。このディメンションは、リクエストあたりの料金を定義し、API へのリクエストを計測するために
API Gateway により使用されます。

計測ロールの作成
次の実行ポリシーと信頼ポリシーを持つ ApiGatewayMarketplaceMeteringRole という名前の IAM
ロールを作成します。このロールは、API Gateway が使用状況メトリクスを自動的に AWS Marketplace
に送信できるようにします。

計測ロールの実行ポリシー
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"aws-marketplace:BatchMeterUsage",
"aws-marketplace:ResolveCustomer"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"
}
]
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計測ロールの信頼関係ポリシー
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "apigateway.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

使用量プランと AWS Marketplace 商品の関連付け
AWS Marketplace に商品を出品すると、AWS Marketplace 製品コードを受け取ります。API Gateway と
AWS Marketplace を統合するには、使用量プランを AWS Marketplace 製品コードに関連付けます。関連
付けは、API Gateway コンソール、API Gateway REST API、API Gateway 用の AWS CLI、または API
Gateway 用の AWS SDKを使用して、API Gateway UsagePlan の productCode フィールドを AWS
Marketplace 製品コードに設定することで有効化します。次のコード例では、API Gateway REST API が
使用されています。
PATCH /usageplans/USAGE_PLAN_ID
Host: apigateway.region.amazonaws.com
Authorization: ...
{

}

"patchOperations" : [{
"path" : "/productCode",
"value" : "MARKETPLACE_PRODUCT_CODE",
"op" : "replace"
}]

使用量プランへの顧客サブスクリプションの処理
以下のタスクは、デベロッパーポータルアプリケーションにより処理されます。
お客様が AWS Marketplace を通じて製品にサブスクライブすると、AWS Marketplace は、AWS
Marketplace で製品を掲載したときに登録した SaaS サブスクリプション URL に POST リクエストを送信
します。POST リクエストには、購入者情報を含む x-amzn-marketplace-token パラメータが付属し
ています。「SaaS の顧客のオンボーディング」の手順に従って、開発者ポータルアプリケーションでこ
のリダイレクトを処理します。
お客様のサブスクリプションリクエストに応答して、AWS Marketplace はサブスクライブ可能な Amazon
SNS トピックに subscribe-success 通知を送信します。(「SaaS の顧客のオンボーディング」を参照
してください)。お客様のサブスクリプションリクエストを承諾するには、お客様の API Gateway API キー
を作成または取得し、AWS Marketplace によってプロビジョニングされたお客様の customerId を API
キーに関連付けて、その API キーを使用料プランに関連付けることによって、subscribe-success 通
知を処理します。
お客様のサブスクリプションリクエストが完了すると、デベロッパーポータルアプリケーションに、お客
様および関連付けられた API キーが表示され、API へのリクエストの x-api-key ヘッダーに API キーを
含める必要があることがお客様に通知されます。
顧客が使用量プランへのサブスクリプションをキャンセルすると、AWS Marketplace は unsubscribesuccess 通知を SNS トピックに送信します。顧客をサブスクライブ解除するプロセスを完了するには、
使用量プランから顧客の API キーを削除することで unsubscribe-success 通知を処理します。
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顧客による使用量プランへのアクセスの許可
特定の顧客に使用量プランへのアクセスを許可するには、API Gateway API を使用して顧客の API キーを
フェッチまたは作成し、API キーを使用量プランに追加します。
次の例は、API Gateway REST API を呼び出して、特定の AWS Marketplace customerId 値
(MARKETPLACE_CUSTOMER_ID) が設定された新しい API キーを作成する方法を説明するものです。
POST apikeys HTTP/1.1
Host: apigateway.region.amazonaws.com
Authorization: ...
{

}

"name" : "my_api_key",
"description" : "My API key",
"enabled" : "false",
"stageKeys" : [ {
"restApiId" : "uycll6xg9a",
"stageName" : "prod"
} ],
"customerId" : "MARKETPLACE_CUSTOMER_ID"

次の例は、特定の AWS Marketplace customerId 値 (MARKETPLACE_CUSTOMER_ID) が設定された API
キーを取得する方法を示しています。
GET apikeys?customerId=MARKETPLACE_CUSTOMER_ID HTTP/1.1
Host: apigateway.region.amazonaws.com
Authorization: ...

API キーを使用量プランに追加するには、関連する使用量プランの API キーを持つ UsagePlanKey を作
成します。次の例では、API Gateway REST API を使用してこれを実現する方法を示しています。ここ
で、n371pt は使用量プラン ID、q5ugs7qjjh は前の例から返されるサンプル API keyId です。
POST /usageplans/n371pt/keys HTTP/1.1
Host: apigateway.region.amazonaws.com
Authorization: ...
{
}

"keyId": "q5ugs7qjjh",
"keyType": "API_KEY"

顧客と API キーの関連付け
ApiKey の customerId フィールドをお客様の AWS Marketplace お客様 ID に更新する必要があります。
これにより、API キーと AWS Marketplace 顧客が関連付けられ、購入者の計測と請求が可能になります。
次のコード例では、それを行うために API Gateway REST API を呼び出します。
PATCH /apikeys/q5ugs7qjjh
Host: apigateway.region.amazonaws.com
Authorization: ...
{

}

"patchOperations" : [{
"path" : "/customerId",
"value" : "MARKETPLACE_CUSTOMER_ID",
"op" : "replace"
}]
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REST API の保護
API Gateway は、悪意のあるユーザーやトラフィックの急増など、特定の脅威から API を保護するさまざ
まな方法を提供します。SSL 証明書の生成、ウェブアプリケーションファイアウォールの設定、スロット
リング目標の設定、Virtual Private Cloud (VPC) から API へのアクセスのみの許可などの戦略を使用するこ
とで、API を保護できます。このセクションでは、API Gateway を使用してこれらの機能を有効にする方
法を説明しています。
トピック
• REST API の相互 TLS 認証の設定 (p. 596)
• バックエンド認証用 SSL 証明書の生成と設定 (p. 600)
• AWS WAF を使用して API を保護する (p. 627)
• API リクエストを調整してスループットを向上させる (p. 629)
• Amazon API Gateway でのプライベート API の作成 (p. 630)

REST API の相互 TLS 認証の設定
相互 TLS 認証には、クライアントとサーバー間の双方向認証が必要です。相互 TLS では、クライアント
は X.509 証明書を提示して、API にアクセスするためのアイデンティティを検証する必要があります。相
互 TLS は、モノのインターネット (IoT) および B2B アプリケーションの一般的な要件です。
相互 TLS は、API Gateway でサポートされる他の認証オペレーションおよび認可オペレーショ
ン (p. 225)とともに使用できます。API Gateway は、クライアントが提供する証明書を Lambda オーソ
ライザーおよびバックエンド統合に転送します。

Important
デフォルトでは、クライアントは、API Gateway が API 用に生成する execute-api エンドポイ
ントを使用して API を呼び出すことができます。相互 TLS でカスタムドメイン名を使用するこ
とによってのみクライアントが API にアクセスできるようにするには、デフォルトの executeapi エンドポイントを無効にします。詳細については、「the section called “デフォルトのエンド
ポイントを無効にする” (p. 499)」を参照してください。

相互 TLS の前提条件
相互 TLS を設定するには、以下が必要です。
• カスタムドメイン名
• カスタムドメイン名用の AWS Certificate Manager で構成されている少なくとも 1 つの証明書
• 設定され Amazon S3 にアップロードされた信頼ストア

カスタムドメイン名
REST API の相互 TLS を有効にするには、API のカスタムドメイン名を設定する必要があります。カス
タムドメイン名の相互 TLS を有効にした後、カスタムドメイン名をクライアントに提供できます。相互
TLS が有効なカスタムドメイン名を使用して API にアクセスするには、クライアントは API リクエスト
で信頼できる証明書を提示する必要があります。詳細な情報は、「the section called “カスタムドメイン
名” (p. 478)」にあります。

AWS Certificate Manager が発行した証明書を使用する
パブリックに信頼できる証明書は ACM から直接要求すること、またはパブリック証明書または自己署
名証明書をインポートすることができます。ACM で証明書を設定するには、「ACM」を参照してくださ
い。証明書をインポートする場合は、次のセクションを参照してください。
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インポートされた証明書、または AWS Private Certificate Authority 証明書を使用する
ACM にインポートされた証明書、または相互 TLS を用いた AWS Private Certificate Authority からの証
明書を使用するには、API Gateway には ACM が発行した ownershipVerificationCertificate が
必要です。この所有権証明書は、ドメイン名を使用する許可を持っていることを確認するためにのみ使用
されます。TLS ハンドシェイクには使用されません。まだ ownershipVerificationCertificate を
持っていない場合は、https://console.aws.amazon.com/acm/ に進み、その 1 つをセットアップします。
ドメイン名の有効期間中、この証明書を有効にしておく必要があります。証明書の有効期限が切れ、自
動更新が失敗した場合、ドメイン名の更新はすべてロックされます。他の変更を加える前に、有効な
ownershipVerificationCertificate を用いて ownershipVerificationCertificateArn を更
新する必要があります。ownershipVerificationCertificate は、API Gateway の別の相互 TLS ド
メインのサーバー証明書として使用できません。証明書を ACM に直接再インポートする場合、発行者は
以前と同じである必要があります。

信頼ストアの設定
信頼ストアは、.pem ファイル拡張子が付いたテキストファイルです。これらは、証明機関からの証明書
の信頼できるリストです。相互 TLS を使用するには、API にアクセスするために信頼する X.509 証明書の
信頼ストアを作成します。
信頼ストアには、発行元の CA 証明書からルート CA 証明書までの完全な信頼チェーンを含める必要があ
ります。API Gateway は、信頼チェーンに存在する任意の CA によって発行されたクライアント証明書を
受け入れます。パブリックまたはプライベート認証機関からの証明書を使用できます。証明書チェーンの
最大長は 4 です。自己署名証明書を提供することもできます。信頼ストアでは、次のハッシュアルゴリズ
ムがサポートされています。
• SHA-256 以上
• RSA-2048 以上
• ECDSA-256 以上
API Gateway はいくつかの証明書プロパティを検証します。Lambda オーソライザーを使用して、証明書
が失効しているかどうかのチェックなど、クライアントによる API の呼び出し時に追加のチェックを実行
できます。API Gateway は、次のプロパティを検証します。
検証

説明

X.509 構文

証明書は X.509 構文の要件を満たしている必要が
あります。

整合性

証明書の内容は、信頼ストアの認証機関によって
署名された内容から変更されていないことが必要
です。

Validity

証明書の有効期間は最新のものであることが必要
です。

名前のチェーン/キーのチェーン

証明書の名前とサブジェクトは、途切れのな
いチェーンを形成する必要があります。証明書
チェーンの最大長は 4 です。

信頼ストアを 1 つのファイルで Amazon S3 バケットにアップロードします。
以下に示しているのは、.pem ファイルの具体的な例です。
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Example certificates.pem
-----BEGIN CERTIFICATE----<Certificate contents>
-----END CERTIFICATE---------BEGIN CERTIFICATE----<Certificate contents>
-----END CERTIFICATE---------BEGIN CERTIFICATE----<Certificate contents>
-----END CERTIFICATE----...

次の AWS CLI コマンドは、certificates.pem を Amazon S3 バケットにアップロードします。
aws s3 cp certificates.pem s3://bucket-name

カスタムドメイン名の相互 TLS の設定
REST API の相互 TLS を設定するには、API のリージョン別カスタムドメイン名を使用してくださ
い。TLS バージョンは 1.2 以上であることが必要です。カスタムドメイン名の作成と設定の詳細について
は、「the section called “リージョン別カスタムドメイン名の設定” (p. 492)」を参照してください。

Note
相互 TLS は、プライベート API ではサポートされていません。
信頼ストアを Amazon S3 にアップロードした後、相互 TLS を使用するようにカスタムドメイン名を設定
できます。次のもの（スラッシュを含む）を端末に貼り付けます。
aws apigateway create-domain-name --region us-east-2 \
--domain-name api.example.com \
--regional-certificate-arn arn:aws:acm:useast-2:123456789012:certificate/123456789012-1234-1234-1234-12345678 \
--endpoint-configuration types=REGIONAL \
--security-policy TLS_1_2 \
--mutual-tls-authentication truststoreUri=s3://bucket-name/key-name

ドメイン名を作成したら、API オペレーション用に DNS レコードと基本パスのマッピングを設定する必要
があります。詳細については、「API Gateway でのリージョン別カスタムドメイン名の設定 (p. 492)」
を参照してください。

相互 TLS を必要とするカスタムドメイン名を使用して API を呼
び出す
相互 TLS が有効な API を呼び出すには、クライアントは API リクエストで信頼できる証明書を提示する
必要があります。クライアントが API を呼び出そうとすると、API Gateway は信頼ストアでクライアント
証明書の発行者を探します。API Gateway でリクエストを続行するには、証明書の発行者と、ルート CA
証明書までの完全な信頼チェーンが信頼ストアにある必要があります。
以下の例の curl コマンドは、api.example.com, が含まれるリクエストを my-cert.pem に送信しま
す。my-key.key は証明書のプライベートキーです。
curl -v --key ./my-key.key --cert ./my-cert.pem api.example.com

API は、信頼ストアが証明書を信頼している場合にのみ呼び出されます。次の条件により、API Gateway
が TLS ハンドシェイクに失敗し、403 ステータスコードのリクエストが拒否されます。証明書が以下の場
合:
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• 信頼されていない
• 有効期限切れである
• サポートされているアルゴリズムを使用していない

Note
API Gateway は、証明書が失効したかどうかを検証しません。

信頼ストアの更新
信頼ストアの証明書を更新するには、新しい証明書バンドルを Amazon S3 にアップロードします。次
に、カスタムドメイン名を更新して、更新された証明書を使用することができます。
Amazon S3 バージョニングを使用して、信頼ストアの複数のバージョンを維持します。新しい信頼ストア
バージョンを使用するようにカスタムドメイン名を更新すると、証明書が無効な場合に API Gateway から
警告が返されます。
API Gateway は、ドメイン名を更新するときにのみ、証明書の警告を生成します。API Gateway は、以前
にアップロードされた証明書の有効期限が切れた場合でも、通知しません。
以下の AWS CLI コマンドは、新しい信頼ストアバージョンを使用するようにカスタムドメイン名を更新
します。
aws apigateway update-domain-name \
--domain-name api.example.com \
--patch-operations op='replace',path='/mutualTlsAuthentication/
truststoreVersion',value='abcdef123'

相互 TLS を無効にする
カスタムドメイン名の相互 TLS を無効にするには、以下のコマンドに示すように、カスタムドメイン名か
ら信頼ストアを削除します。
aws apigateway update-domain-name \
--domain-name api.example.com \
--patch-operations op='replace',path='/mutualTlsAuthentication/truststoreUri',value=''

証明書の警告のトラブルシューティング
相互 TLS でカスタムドメイン名を作成する場合、信頼ストア内の証明書が有効でない場合に API Gateway
から警告が返されます。これは、新しい信頼ストアを使用するようにカスタムドメイン名を更新するとき
にも発生します。警告は、証明書の問題と、警告の発生元となった証明書のサブジェクトを示します。相
互 TLS は引き続き API で有効ですが、一部のクライアントは API にアクセスできない場合があります。
警告の発生元となった証明書を特定するには、信頼ストア内の証明書をデコードする必要がありま
す。openssl などのツールを使用して、証明書をデコードし、そのサブジェクトを特定できます。
以下のコマンドは、証明書の内容 (サブジェクトなど) を表示します。
openssl x509 -in certificate.crt -text -noout

警告の発生元となった証明書を更新または削除してから、新しい信頼ストアを Amazon S3 にアップロー
ドします。新しい信頼ストアをアップロードした後、その信頼ストアを使用するようにカスタムドメイン
名を更新します。
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ドメイン名の競合のトラブルシューティング
エラー "The certificate subject <certSubject> conflicts with an existing
certificate from a different issuer." は、複数の認証機関がこのドメインの証明書を発行した
ことを表します。証明書の件名ごとに、相互 TLS ドメイン用の API Gateway には 1 人の発行者しか存在
できません。1 つの発行者を通じて、その件名に関するすべての証明書を取得する必要があります。管理
できない証明書に問題があるけれども、ドメイン名の所有権を証明できる場合は、連絡先 AWS Support か
らチケットを開きます。

ドメイン名のステータスメッセージのトラブルシューティング
PENDING_CERTIFICATE_REIMPORT: これは、証明書を ACM に再インポートし、検証に
失敗したことを意味します。すなわち、新しい証明書には SAN (サブジェクトの別名) があ
り、ownershipVerificationCertificate または証明書のサブジェクトまたは SAN はドメイン名を
カバーしないからです。何かが正しく設定されていないか、無効な証明書がインポートされた可能性があ
ります。有効な証明書を ACM に再インポートする必要があります。検証の詳細については、「ドメイン
の所有権の検証」を参照してください。
PENDING_OWNERSHIP_VERIFICATION: 以前に検証した証明書の有効期限が切れ、ACM がそれを自動
更新できなかったことを意味します。証明書を更新するか、新しい証明書をリクエストする必要がありま
す。証明書の更新の詳細については、「ACM の管理された証明書の更新に関するトラブルシューティン
グガイド」を参照してください。

バックエンド認証用 SSL 証明書の生成と設定
API Gateway を使用して SSL 証明書を生成し、バックエンドでそのパブリックキーを使用して、バッ
クエンドシステムへの HTTP リクエストが API Gateway からのものであることを確認できます。これ
により、HTTP バックエンドは、バックエンドがパブリックにアクセス可能であっても、Amazon API
Gateway から送信されるリクエストのみを制御し、受け入れることができます。

Note
一部のバックエンドサーバーは、API Gateway のようには SSL クライアント認証をサポートして
いない場合があり、SSL 証明書エラーを返す可能性があります。互換性のないバックエンドサー
バーのリストについては、「the section called “重要な注意点” (p. 847)」を参照してください。
API Gateway によって生成される SSL 証明書は自己署名されており、証明書のパブリックキーのみ API
Gateway コンソールで、または API を通じて表示されます。
トピック
• API Gateway コンソールを使用してクライアント証明書を生成する (p. 600)
• SSL 証明書を使用するように API を設定する (p. 601)
• クライアント証明書の設定を確認するテスト呼び出し (p. 601)
• クライアント証明書を検証するようにバックエンド HTTPS サーバーを設定する (p. 601)
• 失効するクライアント証明書の更新 (p. 602)
• HTTP および HTTP プロキシ統合のために API Gateway によりサポートされる証明機関 (p. 603)

API Gateway コンソールを使用してクライアント証明書を生成す
る
1.
2.

API Gateway (https://console.aws.amazon.com/apigateway) コンソールを開きます。
REST API を選択します。

3.
4.

メインナビゲーションペインで、[クライアント証明書] を選択します。
[クライアント証明書] ペインから、[クライアント証明書の生成] を選択します。
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5.

オプションで、[編集] により、生成された証明書を説明するタイトルを追加し、[保存] を選択してそ
の説明を保存できます。API Gateway は新しい証明書を生成し、PEM エンコードされた公開鍵ととも
に新しい証明書 GUID を返します。

これで API で証明書を使用するように設定する準備が整いました。

SSL 証明書を使用するように API を設定する
これらの手順は、「API Gateway コンソールを使用してクライアント証明書を生成する (p. 600)」をす
でに完了していることを前提としています。
1.

API Gateway コンソールで、クライアント証明書を使用する API を作成するか開きます。API がス
テージにデプロイされていることを確認します。

2.

選択された API で [ステージ] を選択し、ステージを選択します。

3.

[ステージエディター] パネルで、[クライアント証明書] セクションの証明書を選択します。

4.

[変更の保存] を選択して設定を保存します。
API が API Gateway コンソールで以前にデプロイ済みの場合、変更を有効にするには再デプロイ
が必要となります。詳細については、「the section called “REST API をステージに再デプロイす
る” (p. 450)」を参照してください。

API に対して証明書が選択され保存されると、API Gateway は API での HTTP 統合へのすべての呼び出し
にこの証明書を使用します。

クライアント証明書の設定を確認するテスト呼び出し
1.
2.

API メソッドを選択します。[クライアント] で、[テスト] を選択します。
[クライアント証明書] から、[テスト] を選択してメソッドリクエストを呼び出します。

API Gateway は、API を認証するために、選択された SSL 証明書を HTTP バックエンドに提示します。

クライアント証明書を検証するようにバックエンド HTTPS サー
バーを設定する
以下の手順は、「API Gateway コンソールを使用してクライアント証明書を生成する (p. 600)」を
完了し、クライアント証明書のコピーをダウンロード済みであることが前提です。クライアント証明
書は、API Gateway REST API の clientcertificate:by-id または AWS CLI の get-clientcertificate を呼び出すことでダウンロードできます。
API Gateway のクライアント SSL 証明書を確認するバックエンド HTTPS サーバーを設定する前に、PEM
エンコードされたプライベートキーと、信頼された証明機関によって提供されたサーバー側証明書を取得
しておく必要があります。
サーバーのドメイン名が myserver.mydomain.com の場合、サーバー証明書の CNAME 値は
myserver.mydomain.com または *.mydomain.com にする必要があります。
サポートされている証明機関は、Let's Encrypt や「the section called “HTTP および HTTP プロキシ統合用
にサポートされている証明機関” (p. 603)」のいずれかなどです。
たとえば、クライアント証明書ファイルが apig-cert.pem で、サーバーのプライベートキーと証明
書ファイルはそれぞれ、server-key.pem と server-cert.pem であるとします。バックエンドの
Node.js サーバーの場合、次のようなサーバーを設定できます。
var fs = require('fs');
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var https = require('https');
var options = {
key: fs.readFileSync('server-key.pem'),
cert: fs.readFileSync('server-cert.pem'),
ca: fs.readFileSync('apig-cert.pem'),
requestCert: true,
rejectUnauthorized: true
};
https.createServer(options, function (req, res) {
res.writeHead(200);
res.end("hello world\n");
}).listen(443);

node-express アプリの場合、client-certificate-auth モジュールを使用して、PEM エンコードされた証明書
を使用するクライアントのリクエストを認証できます。
その他の HTTPS サーバーについては、サーバーのドキュメントを参照してください。

失効するクライアント証明書の更新
API Gateway によって生成されたクライアント証明書は 365 日間有効です。API のダウンタイムを避ける
ため、API ステージのクライアント証明書が失効する前に、証明書を更新する必要があります。証明書の
有効期限は、API Gateway REST API の clientCertificate:by-id または get-client-certificate の AWS CLI コ
マンドを呼び出して、返された expirationDate プロパティを調べることで確認できます。
クライアント証明書をローテーションするには、次の手順を実行します。
1.

API Gateway REST API の clientcertificate:generate または generate-client-certificate の AWS CLI コ
マンドを呼び出して、新しいクライアント証明書を生成します。このチュートリアルでは、新しいク
ライアント証明書 ID を ndiqef とします。

2.

バックエンドサーバーを更新して新しいクライアント証明書を含めます。既存のクライアント証明書
はまだ削除しないでください。
更新を完了するためにサーバーの再起動が必要になる場合があります。更新中にサーバーを再起動す
る必要があるかどうかは、サーバーのドキュメントを参照してください。

3.

API Gateway REST API の stage:update を呼び出し、新しいクライアント証明書 ID (ndiqef) 使用し
て新しいクライアント証明書を使用するように API ステージを更新します。
PATCH /restapis/{restapi-id}/stages/stage1 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Host: apigateway.us-east-1.amazonaws.com
X-Amz-Date: 20170603T200400Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=...
{

}

"patchOperations" : [
{
"op" : "replace",
"path" : "/clientCertificateId",
"value" : "ndiqef"
}
]

または、update-stage の CLI コマンドを呼び出します。
4.

バックエンドサーバーを更新して古い証明書を削除します。

5.

古い証明書の clientCertificateId (a1b2c3) を指定して API Gateway REST API の
clientcertificate:delete を呼び出し、古い証明書を API Gateway から削除します。
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DELETE /clientcertificates/a1b2c3

または、delete-client-certificate の CLI コマンドを呼び出します。
aws apigateway delete-client-certificate --client-certificate-id a1b2c3

以前にデプロイされた API のコンソールでクライアント証明書をローテーションするには、以下のように
します。
1.

メインナビゲーションペインで、[クライアント証明書] を選択します。

2.

[クライアント証明書] ペインから、[クライアント証明書の生成] を選択します。

3.

クライアント証明書を使用する API を開きます。

4.

選択された API で [ステージ] を選択し、ステージを選択します。

5.

[ステージエディタ] パネルで、[クライアント証明書] セクションの新しい証明書を選択します。

6.

[変更の保存] を選択して設定を保存します。
変更を有効にするには、API を再デプロイする必要があります。詳細については、「the section called
“REST API をステージに再デプロイする” (p. 450)」を参照してください。

HTTP および HTTP プロキシ統合のために API Gateway により
サポートされる証明機関
次のリストは、HTTP、HTTP プロキシ、およびプライベート統合のために API Gateway によりサポート
される証明機関を示しています。
Alias name: accvraiz1
SHA1: 93:05:7A:88:15:C6:4F:CE:88:2F:FA:91:16:52:28:78:BC:53:64:17
SHA256:
9A:6E:C0:12:E1:A7:DA:9D:BE:34:19:4D:47:8A:D7:C0:DB:18:22:FB:07:1D:F1:29:81:49:6E:D1:04:38:41:13
Alias name: acraizfnmtrcm
SHA1: EC:50:35:07:B2:15:C4:95:62:19:E2:A8:9A:5B:42:99:2C:4C:2C:20
SHA256:
EB:C5:57:0C:29:01:8C:4D:67:B1:AA:12:7B:AF:12:F7:03:B4:61:1E:BC:17:B7:DA:B5:57:38:94:17:9B:93:FA
Alias name: actalis
SHA1: F3:73:B3:87:06:5A:28:84:8A:F2:F3:4A:CE:19:2B:DD:C7:8E:9C:AC
SHA256:
55:92:60:84:EC:96:3A:64:B9:6E:2A:BE:01:CE:0B:A8:6A:64:FB:FE:BC:C7:AA:B5:AF:C1:55:B3:7F:D7:60:66
Alias name: actalisauthenticationrootca
SHA1: F3:73:B3:87:06:5A:28:84:8A:F2:F3:4A:CE:19:2B:DD:C7:8E:9C:AC
SHA256:
55:92:60:84:EC:96:3A:64:B9:6E:2A:BE:01:CE:0B:A8:6A:64:FB:FE:BC:C7:AA:B5:AF:C1:55:B3:7F:D7:60:66
Alias name: addtrustclass1ca
SHA1: CC:AB:0E:A0:4C:23:01:D6:69:7B:DD:37:9F:CD:12:EB:24:E3:94:9D
SHA256:
8C:72:09:27:9A:C0:4E:27:5E:16:D0:7F:D3:B7:75:E8:01:54:B5:96:80:46:E3:1F:52:DD:25:76:63:24:E9:A7
Alias name: addtrustexternalca
SHA1: 02:FA:F3:E2:91:43:54:68:60:78:57:69:4D:F5:E4:5B:68:85:18:68
SHA256:
68:7F:A4:51:38:22:78:FF:F0:C8:B1:1F:8D:43:D5:76:67:1C:6E:B2:BC:EA:B4:13:FB:83:D9:65:D0:6D:2F:F2
Alias name: addtrustqualifiedca
SHA1: 4D:23:78:EC:91:95:39:B5:00:7F:75:8F:03:3B:21:1E:C5:4D:8B:CF
SHA256:
80:95:21:08:05:DB:4B:BC:35:5E:44:28:D8:FD:6E:C2:CD:E3:AB:5F:B9:7A:99:42:98:8E:B8:F4:DC:D0:60:16
Alias name: affirmtrustcommercial
SHA1: F9:B5:B6:32:45:5F:9C:BE:EC:57:5F:80:DC:E9:6E:2C:C7:B2:78:B7
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SHA256:
03:76:AB:1D:54:C5:F9:80:3C:E4:B2:E2:01:A0:EE:7E:EF:7B:57:B6:36:E8:A9:3C:9B:8D:48:60:C9:6F:5F:A7
Alias name: affirmtrustcommercialca
SHA1: F9:B5:B6:32:45:5F:9C:BE:EC:57:5F:80:DC:E9:6E:2C:C7:B2:78:B7
SHA256:
03:76:AB:1D:54:C5:F9:80:3C:E4:B2:E2:01:A0:EE:7E:EF:7B:57:B6:36:E8:A9:3C:9B:8D:48:60:C9:6F:5F:A7
Alias name: affirmtrustnetworking
SHA1: 29:36:21:02:8B:20:ED:02:F5:66:C5:32:D1:D6:ED:90:9F:45:00:2F
SHA256:
0A:81:EC:5A:92:97:77:F1:45:90:4A:F3:8D:5D:50:9F:66:B5:E2:C5:8F:CD:B5:31:05:8B:0E:17:F3:F0:B4:1B
Alias name: affirmtrustnetworkingca
SHA1: 29:36:21:02:8B:20:ED:02:F5:66:C5:32:D1:D6:ED:90:9F:45:00:2F
SHA256:
0A:81:EC:5A:92:97:77:F1:45:90:4A:F3:8D:5D:50:9F:66:B5:E2:C5:8F:CD:B5:31:05:8B:0E:17:F3:F0:B4:1B
Alias name: affirmtrustpremium
SHA1: D8:A6:33:2C:E0:03:6F:B1:85:F6:63:4F:7D:6A:06:65:26:32:28:27
SHA256:
70:A7:3F:7F:37:6B:60:07:42:48:90:45:34:B1:14:82:D5:BF:0E:69:8E:CC:49:8D:F5:25:77:EB:F2:E9:3B:9A
Alias name: affirmtrustpremiumca
SHA1: D8:A6:33:2C:E0:03:6F:B1:85:F6:63:4F:7D:6A:06:65:26:32:28:27
SHA256:
70:A7:3F:7F:37:6B:60:07:42:48:90:45:34:B1:14:82:D5:BF:0E:69:8E:CC:49:8D:F5:25:77:EB:F2:E9:3B:9A
Alias name: affirmtrustpremiumecc
SHA1: B8:23:6B:00:2F:1D:16:86:53:01:55:6C:11:A4:37:CA:EB:FF:C3:BB
SHA256:
BD:71:FD:F6:DA:97:E4:CF:62:D1:64:7A:DD:25:81:B0:7D:79:AD:F8:39:7E:B4:EC:BA:9C:5E:84:88:82:14:23
Alias name: affirmtrustpremiumeccca
SHA1: B8:23:6B:00:2F:1D:16:86:53:01:55:6C:11:A4:37:CA:EB:FF:C3:BB
SHA256:
BD:71:FD:F6:DA:97:E4:CF:62:D1:64:7A:DD:25:81:B0:7D:79:AD:F8:39:7E:B4:EC:BA:9C:5E:84:88:82:14:23
Alias name: amazon-ca-g4-acm1
SHA1: F2:0D:28:B6:29:C2:2C:5E:84:05:E6:02:4D:97:FE:8F:A0:84:93:A0
SHA256:
B0:11:A4:F7:29:6C:74:D8:2B:F5:62:DF:87:D7:28:C7:1F:B5:8C:F4:E6:73:F2:78:FC:DA:F3:FF:83:A6:8C:87
Alias name: amazon-ca-g4-acm2
SHA1: A7:E6:45:32:1F:7A:B7:AD:C0:70:EA:73:5F:AB:ED:C3:DA:B4:D0:C8
SHA256:
D7:A8:7C:69:95:D0:E2:04:2A:32:70:A7:E2:87:FE:A7:E8:F4:C1:70:62:F7:90:C3:EB:BB:53:F2:AC:39:26:BE
Alias name: amazon-ca-g4-acm3
SHA1: 7A:DB:56:57:5F:D6:EE:67:85:0A:64:BB:1C:E9:E4:B0:9A:DB:9D:07
SHA256:
6B:EB:9D:20:2E:C2:00:70:BD:D2:5E:D3:C0:C8:33:2C:B4:78:07:C5:82:94:4E:7E:23:28:22:71:A4:8E:0E:C2
Alias name: amazon-ca-g4-legacy
SHA1: EA:E7:DE:F9:0A:BE:9F:0B:68:CE:B7:24:0D:80:74:03:BF:6E:B1:6E
SHA256:
CD:72:C4:7F:B4:AD:28:A4:67:2B:E1:86:47:D4:40:E9:3B:16:2D:95:DB:3C:2F:94:BB:81:D9:09:F7:91:24:5E
Alias name: amazon-root-ca-ecc-384-1
SHA1: F9:5E:4A:AB:9C:2D:57:61:63:3D:B2:57:B4:0F:24:9E:7B:E2:23:7D
SHA256:
C6:BD:E5:66:C2:72:2A:0E:96:E9:C1:2C:BF:38:92:D9:55:4D:29:03:57:30:72:40:7F:4E:70:17:3B:3C:9B:63
Alias name: amazon-root-ca-rsa-2k-1
SHA1: 8A:9A:AC:27:FC:86:D4:50:23:AD:D5:63:F9:1E:AE:2C:AF:63:08:6C
SHA256:
0F:8F:33:83:FB:70:02:89:49:24:E1:AA:B0:D7:FB:5A:BF:98:DF:75:8E:0F:FE:61:86:92:BC:F0:75:35:CC:80
Alias name: amazon-root-ca-rsa-4k-1
SHA1: EC:BD:09:61:F5:7A:B6:A8:76:BB:20:8F:14:05:ED:7E:70:ED:39:45
SHA256:
36:AE:AD:C2:6A:60:07:90:6B:83:A3:73:2D:D1:2B:D4:00:5E:C7:F2:76:11:99:A9:D4:DA:63:2F:59:B2:8B:CF
Alias name: amazon1
SHA1: 8D:A7:F9:65:EC:5E:FC:37:91:0F:1C:6E:59:FD:C1:CC:6A:6E:DE:16
SHA256:
8E:CD:E6:88:4F:3D:87:B1:12:5B:A3:1A:C3:FC:B1:3D:70:16:DE:7F:57:CC:90:4F:E1:CB:97:C6:AE:98:19:6E
Alias name: amazon2
SHA1: 5A:8C:EF:45:D7:A6:98:59:76:7A:8C:8B:44:96:B5:78:CF:47:4B:1A
SHA256:
1B:A5:B2:AA:8C:65:40:1A:82:96:01:18:F8:0B:EC:4F:62:30:4D:83:CE:C4:71:3A:19:C3:9C:01:1E:A4:6D:B4
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Alias name: amazon3
SHA1: 0D:44:DD:8C:3C:8C:1A:1A:58:75:64:81:E9:0F:2E:2A:FF:B3:D2:6E
SHA256:
18:CE:6C:FE:7B:F1:4E:60:B2:E3:47:B8:DF:E8:68:CB:31:D0:2E:BB:3A:DA:27:15:69:F5:03:43:B4:6D:B3:A4
Alias name: amazon4
SHA1: F6:10:84:07:D6:F8:BB:67:98:0C:C2:E2:44:C2:EB:AE:1C:EF:63:BE
SHA256:
E3:5D:28:41:9E:D0:20:25:CF:A6:90:38:CD:62:39:62:45:8D:A5:C6:95:FB:DE:A3:C2:2B:0B:FB:25:89:70:92
Alias name: amazonrootca1
SHA1: 8D:A7:F9:65:EC:5E:FC:37:91:0F:1C:6E:59:FD:C1:CC:6A:6E:DE:16
SHA256:
8E:CD:E6:88:4F:3D:87:B1:12:5B:A3:1A:C3:FC:B1:3D:70:16:DE:7F:57:CC:90:4F:E1:CB:97:C6:AE:98:19:6E
Alias name: amazonrootca2
SHA1: 5A:8C:EF:45:D7:A6:98:59:76:7A:8C:8B:44:96:B5:78:CF:47:4B:1A
SHA256:
1B:A5:B2:AA:8C:65:40:1A:82:96:01:18:F8:0B:EC:4F:62:30:4D:83:CE:C4:71:3A:19:C3:9C:01:1E:A4:6D:B4
Alias name: amazonrootca3
SHA1: 0D:44:DD:8C:3C:8C:1A:1A:58:75:64:81:E9:0F:2E:2A:FF:B3:D2:6E
SHA256:
18:CE:6C:FE:7B:F1:4E:60:B2:E3:47:B8:DF:E8:68:CB:31:D0:2E:BB:3A:DA:27:15:69:F5:03:43:B4:6D:B3:A4
Alias name: amazonrootca4
SHA1: F6:10:84:07:D6:F8:BB:67:98:0C:C2:E2:44:C2:EB:AE:1C:EF:63:BE
SHA256:
E3:5D:28:41:9E:D0:20:25:CF:A6:90:38:CD:62:39:62:45:8D:A5:C6:95:FB:DE:A3:C2:2B:0B:FB:25:89:70:92
Alias name: amzninternalinfoseccag3
SHA1: B9:B1:CA:38:F7:BF:9C:D2:D4:95:E7:B6:5E:75:32:9B:A8:78:2E:F6
SHA256:
81:03:0B:C7:E2:54:DA:7B:F8:B7:45:DB:DD:41:15:89:B5:A3:81:86:FB:4B:29:77:1F:84:0A:18:D9:67:6D:68
Alias name: amzninternalrootca
SHA1: A7:B7:F6:15:8A:FF:1E:C8:85:13:38:BC:93:EB:A2:AB:A4:09:EF:06
SHA256:
0E:DE:63:C1:DC:7A:8E:11:F1:AB:BC:05:4F:59:EE:49:9D:62:9A:2F:DE:9C:A7:16:32:A2:64:29:3E:8B:66:AA
Alias name: aolrootca1
SHA1: 39:21:C1:15:C1:5D:0E:CA:5C:CB:5B:C4:F0:7D:21:D8:05:0B:56:6A
SHA256:
77:40:73:12:C6:3A:15:3D:5B:C0:0B:4E:51:75:9C:DF:DA:C2:37:DC:2A:33:B6:79:46:E9:8E:9B:FA:68:0A:E3
Alias name: aolrootca2
SHA1: 85:B5:FF:67:9B:0C:79:96:1F:C8:6E:44:22:00:46:13:DB:17:92:84
SHA256:
7D:3B:46:5A:60:14:E5:26:C0:AF:FC:EE:21:27:D2:31:17:27:AD:81:1C:26:84:2D:00:6A:F3:73:06:CC:80:BD
Alias name: atostrustedroot2011
SHA1: 2B:B1:F5:3E:55:0C:1D:C5:F1:D4:E6:B7:6A:46:4B:55:06:02:AC:21
SHA256:
F3:56:BE:A2:44:B7:A9:1E:B3:5D:53:CA:9A:D7:86:4A:CE:01:8E:2D:35:D5:F8:F9:6D:DF:68:A6:F4:1A:A4:74
Alias name: autoridaddecertificacionfirmaprofesionalcifa62634068
SHA1: AE:C5:FB:3F:C8:E1:BF:C4:E5:4F:03:07:5A:9A:E8:00:B7:F7:B6:FA
SHA256:
04:04:80:28:BF:1F:28:64:D4:8F:9A:D4:D8:32:94:36:6A:82:88:56:55:3F:3B:14:30:3F:90:14:7F:5D:40:EF
Alias name: baltimorecodesigningca
SHA1: 30:46:D8:C8:88:FF:69:30:C3:4A:FC:CD:49:27:08:7C:60:56:7B:0D
SHA256:
A9:15:45:DB:D2:E1:9C:4C:CD:F9:09:AA:71:90:0D:18:C7:35:1C:89:B3:15:F0:F1:3D:05:C1:3A:8F:FB:46:87
Alias name: baltimorecybertrustca
SHA1: D4:DE:20:D0:5E:66:FC:53:FE:1A:50:88:2C:78:DB:28:52:CA:E4:74
SHA256:
16:AF:57:A9:F6:76:B0:AB:12:60:95:AA:5E:BA:DE:F2:2A:B3:11:19:D6:44:AC:95:CD:4B:93:DB:F3:F2:6A:EB
Alias name: baltimorecybertrustroot
SHA1: D4:DE:20:D0:5E:66:FC:53:FE:1A:50:88:2C:78:DB:28:52:CA:E4:74
SHA256:
16:AF:57:A9:F6:76:B0:AB:12:60:95:AA:5E:BA:DE:F2:2A:B3:11:19:D6:44:AC:95:CD:4B:93:DB:F3:F2:6A:EB
Alias name: buypassclass2ca
SHA1: 49:0A:75:74:DE:87:0A:47:FE:58:EE:F6:C7:6B:EB:C6:0B:12:40:99
SHA256:
9A:11:40:25:19:7C:5B:B9:5D:94:E6:3D:55:CD:43:79:08:47:B6:46:B2:3C:DF:11:AD:A4:A0:0E:FF:15:FB:48
Alias name: buypassclass2rootca
SHA1: 49:0A:75:74:DE:87:0A:47:FE:58:EE:F6:C7:6B:EB:C6:0B:12:40:99

605

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
クライアント証明書
SHA256:
9A:11:40:25:19:7C:5B:B9:5D:94:E6:3D:55:CD:43:79:08:47:B6:46:B2:3C:DF:11:AD:A4:A0:0E:FF:15:FB:48
Alias name: buypassclass3ca
SHA1: DA:FA:F7:FA:66:84:EC:06:8F:14:50:BD:C7:C2:81:A5:BC:A9:64:57
SHA256:
ED:F7:EB:BC:A2:7A:2A:38:4D:38:7B:7D:40:10:C6:66:E2:ED:B4:84:3E:4C:29:B4:AE:1D:5B:93:32:E6:B2:4D
Alias name: buypassclass3rootca
SHA1: DA:FA:F7:FA:66:84:EC:06:8F:14:50:BD:C7:C2:81:A5:BC:A9:64:57
SHA256:
ED:F7:EB:BC:A2:7A:2A:38:4D:38:7B:7D:40:10:C6:66:E2:ED:B4:84:3E:4C:29:B4:AE:1D:5B:93:32:E6:B2:4D
Alias name: cadisigrootr2
SHA1: B5:61:EB:EA:A4:DE:E4:25:4B:69:1A:98:A5:57:47:C2:34:C7:D9:71
SHA256:
E2:3D:4A:03:6D:7B:70:E9:F5:95:B1:42:20:79:D2:B9:1E:DF:BB:1F:B6:51:A0:63:3E:AA:8A:9D:C5:F8:07:03
Alias name: camerfirmachambersca
SHA1: 78:6A:74:AC:76:AB:14:7F:9C:6A:30:50:BA:9E:A8:7E:FE:9A:CE:3C
SHA256:
06:3E:4A:FA:C4:91:DF:D3:32:F3:08:9B:85:42:E9:46:17:D8:93:D7:FE:94:4E:10:A7:93:7E:E2:9D:96:93:C0
Alias name: camerfirmachamberscommerceca
SHA1: 6E:3A:55:A4:19:0C:19:5C:93:84:3C:C0:DB:72:2E:31:30:61:F0:B1
SHA256:
0C:25:8A:12:A5:67:4A:EF:25:F2:8B:A7:DC:FA:EC:EE:A3:48:E5:41:E6:F5:CC:4E:E6:3B:71:B3:61:60:6A:C3
Alias name: camerfirmachambersignca
SHA1: 4A:BD:EE:EC:95:0D:35:9C:89:AE:C7:52:A1:2C:5B:29:F6:D6:AA:0C
SHA256:
13:63:35:43:93:34:A7:69:80:16:A0:D3:24:DE:72:28:4E:07:9D:7B:52:20:BB:8F:BD:74:78:16:EE:BE:BA:CA
Alias name: certigna
SHA1: B1:2E:13:63:45:86:A4:6F:1A:B2:60:68:37:58:2D:C4:AC:FD:94:97
SHA256:
E3:B6:A2:DB:2E:D7:CE:48:84:2F:7A:C5:32:41:C7:B7:1D:54:14:4B:FB:40:C1:1F:3F:1D:0B:42:F5:EE:A1:2D
Alias name: certignarootca
SHA1: 2D:0D:52:14:FF:9E:AD:99:24:01:74:20:47:6E:6C:85:27:27:F5:43
SHA256:
D4:8D:3D:23:EE:DB:50:A4:59:E5:51:97:60:1C:27:77:4B:9D:7B:18:C9:4D:5A:05:95:11:A1:02:50:B9:31:68
Alias name: certplusclass2primaryca
SHA1: 74:20:74:41:72:9C:DD:92:EC:79:31:D8:23:10:8D:C2:81:92:E2:BB
SHA256:
0F:99:3C:8A:EF:97:BA:AF:56:87:14:0E:D5:9A:D1:82:1B:B4:AF:AC:F0:AA:9A:58:B5:D5:7A:33:8A:3A:FB:CB
Alias name: certplusclass3pprimaryca
SHA1: 21:6B:2A:29:E6:2A:00:CE:82:01:46:D8:24:41:41:B9:25:11:B2:79
SHA256:
CC:C8:94:89:37:1B:AD:11:1C:90:61:9B:EA:24:0A:2E:6D:AD:D9:9F:9F:6E:1D:4D:41:E5:8E:D6:DE:3D:02:85
Alias name: certsignrootca
SHA1: FA:B7:EE:36:97:26:62:FB:2D:B0:2A:F6:BF:03:FD:E8:7C:4B:2F:9B
SHA256:
EA:A9:62:C4:FA:4A:6B:AF:EB:E4:15:19:6D:35:1C:CD:88:8D:4F:53:F3:FA:8A:E6:D7:C4:66:A9:4E:60:42:BB
Alias name: certsignrootcag2
SHA1: 26:F9:93:B4:ED:3D:28:27:B0:B9:4B:A7:E9:15:1D:A3:8D:92:E5:32
SHA256:
65:7C:FE:2F:A7:3F:AA:38:46:25:71:F3:32:A2:36:3A:46:FC:E7:02:09:51:71:07:02:CD:FB:B6:EE:DA:33:05
Alias name: certum2
SHA1: D3:DD:48:3E:2B:BF:4C:05:E8:AF:10:F5:FA:76:26:CF:D3:DC:30:92
SHA256:
B6:76:F2:ED:DA:E8:77:5C:D3:6C:B0:F6:3C:D1:D4:60:39:61:F4:9E:62:65:BA:01:3A:2F:03:07:B6:D0:B8:04
Alias name: certumca
SHA1: 62:52:DC:40:F7:11:43:A2:2F:DE:9E:F7:34:8E:06:42:51:B1:81:18
SHA256:
D8:E0:FE:BC:1D:B2:E3:8D:00:94:0F:37:D2:7D:41:34:4D:99:3E:73:4B:99:D5:65:6D:97:78:D4:D8:14:36:24
Alias name: certumtrustednetworkca
SHA1: 07:E0:32:E0:20:B7:2C:3F:19:2F:06:28:A2:59:3A:19:A7:0F:06:9E
SHA256:
5C:58:46:8D:55:F5:8E:49:7E:74:39:82:D2:B5:00:10:B6:D1:65:37:4A:CF:83:A7:D4:A3:2D:B7:68:C4:40:8E
Alias name: certumtrustednetworkca2
SHA1: D3:DD:48:3E:2B:BF:4C:05:E8:AF:10:F5:FA:76:26:CF:D3:DC:30:92
SHA256:
B6:76:F2:ED:DA:E8:77:5C:D3:6C:B0:F6:3C:D1:D4:60:39:61:F4:9E:62:65:BA:01:3A:2F:03:07:B6:D0:B8:04

606

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
クライアント証明書
Alias name: cfcaevroot
SHA1: E2:B8:29:4B:55:84:AB:6B:58:C2:90:46:6C:AC:3F:B8:39:8F:84:83
SHA256:
5C:C3:D7:8E:4E:1D:5E:45:54:7A:04:E6:87:3E:64:F9:0C:F9:53:6D:1C:CC:2E:F8:00:F3:55:C4:C5:FD:70:FD
Alias name: chambersofcommerceroot2008
SHA1: 78:6A:74:AC:76:AB:14:7F:9C:6A:30:50:BA:9E:A8:7E:FE:9A:CE:3C
SHA256:
06:3E:4A:FA:C4:91:DF:D3:32:F3:08:9B:85:42:E9:46:17:D8:93:D7:FE:94:4E:10:A7:93:7E:E2:9D:96:93:C0
Alias name: chunghwaepkirootca
SHA1: 67:65:0D:F1:7E:8E:7E:5B:82:40:A4:F4:56:4B:CF:E2:3D:69:C6:F0
SHA256:
C0:A6:F4:DC:63:A2:4B:FD:CF:54:EF:2A:6A:08:2A:0A:72:DE:35:80:3E:2F:F5:FF:52:7A:E5:D8:72:06:DF:D5
Alias name: cia-crt-g3-01-ca
SHA1: 2B:EE:2C:BA:A3:1D:B5:FE:60:40:41:95:08:ED:46:82:39:4D:ED:E2
SHA256:
20:48:AD:4C:EC:90:7F:FA:4A:15:D4:CE:45:E3:C8:E4:2C:EA:78:33:DC:C7:D3:40:48:FC:60:47:27:42:99:EC
Alias name: cia-crt-g3-02-ca
SHA1: 96:4A:BB:A7:BD:DA:FC:97:34:C0:0A:2D:F0:05:98:F7:E6:C6:6F:09
SHA256:
93:F1:72:FB:BA:43:31:5C:06:EE:0F:9F:04:89:B8:F6:88:BC:75:15:3C:BE:B4:80:AC:A7:14:3A:F6:FC:4A:C1
Alias name: comodo-ca
SHA1: AF:E5:D2:44:A8:D1:19:42:30:FF:47:9F:E2:F8:97:BB:CD:7A:8C:B4
SHA256:
52:F0:E1:C4:E5:8E:C6:29:29:1B:60:31:7F:07:46:71:B8:5D:7E:A8:0D:5B:07:27:34:63:53:4B:32:B4:02:34
Alias name: comodoaaaca
SHA1: D1:EB:23:A4:6D:17:D6:8F:D9:25:64:C2:F1:F1:60:17:64:D8:E3:49
SHA256:
D7:A7:A0:FB:5D:7E:27:31:D7:71:E9:48:4E:BC:DE:F7:1D:5F:0C:3E:0A:29:48:78:2B:C8:3E:E0:EA:69:9E:F4
Alias name: comodoaaaservicesroot
SHA1: D1:EB:23:A4:6D:17:D6:8F:D9:25:64:C2:F1:F1:60:17:64:D8:E3:49
SHA256:
D7:A7:A0:FB:5D:7E:27:31:D7:71:E9:48:4E:BC:DE:F7:1D:5F:0C:3E:0A:29:48:78:2B:C8:3E:E0:EA:69:9E:F4
Alias name: comodocertificationauthority
SHA1: 66:31:BF:9E:F7:4F:9E:B6:C9:D5:A6:0C:BA:6A:BE:D1:F7:BD:EF:7B
SHA256:
0C:2C:D6:3D:F7:80:6F:A3:99:ED:E8:09:11:6B:57:5B:F8:79:89:F0:65:18:F9:80:8C:86:05:03:17:8B:AF:66
Alias name: comodoecccertificationauthority
SHA1: 9F:74:4E:9F:2B:4D:BA:EC:0F:31:2C:50:B6:56:3B:8E:2D:93:C3:11
SHA256:
17:93:92:7A:06:14:54:97:89:AD:CE:2F:8F:34:F7:F0:B6:6D:0F:3A:E3:A3:B8:4D:21:EC:15:DB:BA:4F:AD:C7
Alias name: comodorsacertificationauthority
SHA1: AF:E5:D2:44:A8:D1:19:42:30:FF:47:9F:E2:F8:97:BB:CD:7A:8C:B4
SHA256:
52:F0:E1:C4:E5:8E:C6:29:29:1B:60:31:7F:07:46:71:B8:5D:7E:A8:0D:5B:07:27:34:63:53:4B:32:B4:02:34
Alias name: cybertrustglobalroot
SHA1: 5F:43:E5:B1:BF:F8:78:8C:AC:1C:C7:CA:4A:9A:C6:22:2B:CC:34:C6
SHA256:
96:0A:DF:00:63:E9:63:56:75:0C:29:65:DD:0A:08:67:DA:0B:9C:BD:6E:77:71:4A:EA:FB:23:49:AB:39:3D:A3
Alias name: deprecateditsecca
SHA1: 12:12:0B:03:0E:15:14:54:F4:DD:B3:F5:DE:13:6E:83:5A:29:72:9D
SHA256:
9A:59:DA:86:24:1A:FD:BA:A3:39:FA:9C:FD:21:6A:0B:06:69:4D:E3:7E:37:52:6B:BE:63:C8:BC:83:74:2E:CB
Alias name: deutschetelekomrootca2
SHA1: 85:A4:08:C0:9C:19:3E:5D:51:58:7D:CD:D6:13:30:FD:8C:DE:37:BF
SHA256:
B6:19:1A:50:D0:C3:97:7F:7D:A9:9B:CD:AA:C8:6A:22:7D:AE:B9:67:9E:C7:0B:A3:B0:C9:D9:22:71:C1:70:D3
Alias name: digicertassuredidrootca
SHA1: 05:63:B8:63:0D:62:D7:5A:BB:C8:AB:1E:4B:DF:B5:A8:99:B2:4D:43
SHA256:
3E:90:99:B5:01:5E:8F:48:6C:00:BC:EA:9D:11:1E:E7:21:FA:BA:35:5A:89:BC:F1:DF:69:56:1E:3D:C6:32:5C
Alias name: digicertassuredidrootg2
SHA1: A1:4B:48:D9:43:EE:0A:0E:40:90:4F:3C:E0:A4:C0:91:93:51:5D:3F
SHA256:
7D:05:EB:B6:82:33:9F:8C:94:51:EE:09:4E:EB:FE:FA:79:53:A1:14:ED:B2:F4:49:49:45:2F:AB:7D:2F:C1:85
Alias name: digicertassuredidrootg3
SHA1: F5:17:A2:4F:9A:48:C6:C9:F8:A2:00:26:9F:DC:0F:48:2C:AB:30:89

607

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
クライアント証明書
SHA256:
7E:37:CB:8B:4C:47:09:0C:AB:36:55:1B:A6:F4:5D:B8:40:68:0F:BA:16:6A:95:2D:B1:00:71:7F:43:05:3F:C2
Alias name: digicertglobalrootca
SHA1: A8:98:5D:3A:65:E5:E5:C4:B2:D7:D6:6D:40:C6:DD:2F:B1:9C:54:36
SHA256:
43:48:A0:E9:44:4C:78:CB:26:5E:05:8D:5E:89:44:B4:D8:4F:96:62:BD:26:DB:25:7F:89:34:A4:43:C7:01:61
Alias name: digicertglobalrootg2
SHA1: DF:3C:24:F9:BF:D6:66:76:1B:26:80:73:FE:06:D1:CC:8D:4F:82:A4
SHA256:
CB:3C:CB:B7:60:31:E5:E0:13:8F:8D:D3:9A:23:F9:DE:47:FF:C3:5E:43:C1:14:4C:EA:27:D4:6A:5A:B1:CB:5F
Alias name: digicertglobalrootg3
SHA1: 7E:04:DE:89:6A:3E:66:6D:00:E6:87:D3:3F:FA:D9:3B:E8:3D:34:9E
SHA256:
31:AD:66:48:F8:10:41:38:C7:38:F3:9E:A4:32:01:33:39:3E:3A:18:CC:02:29:6E:F9:7C:2A:C9:EF:67:31:D0
Alias name: digicerthighassuranceevrootca
SHA1: 5F:B7:EE:06:33:E2:59:DB:AD:0C:4C:9A:E6:D3:8F:1A:61:C7:DC:25
SHA256:
74:31:E5:F4:C3:C1:CE:46:90:77:4F:0B:61:E0:54:40:88:3B:A9:A0:1E:D0:0B:A6:AB:D7:80:6E:D3:B1:18:CF
Alias name: digicerttrustedrootg4
SHA1: DD:FB:16:CD:49:31:C9:73:A2:03:7D:3F:C8:3A:4D:7D:77:5D:05:E4
SHA256:
55:2F:7B:DC:F1:A7:AF:9E:6C:E6:72:01:7F:4F:12:AB:F7:72:40:C7:8E:76:1A:C2:03:D1:D9:D2:0A:C8:99:88
Alias name: dstrootcax3
SHA1: DA:C9:02:4F:54:D8:F6:DF:94:93:5F:B1:73:26:38:CA:6A:D7:7C:13
SHA256:
06:87:26:03:31:A7:24:03:D9:09:F1:05:E6:9B:CF:0D:32:E1:BD:24:93:FF:C6:D9:20:6D:11:BC:D6:77:07:39
Alias name: dtrustrootclass3ca22009
SHA1: 58:E8:AB:B0:36:15:33:FB:80:F7:9B:1B:6D:29:D3:FF:8D:5F:00:F0
SHA256:
49:E7:A4:42:AC:F0:EA:62:87:05:00:54:B5:25:64:B6:50:E4:F4:9E:42:E3:48:D6:AA:38:E0:39:E9:57:B1:C1
Alias name: dtrustrootclass3ca2ev2009
SHA1: 96:C9:1B:0B:95:B4:10:98:42:FA:D0:D8:22:79:FE:60:FA:B9:16:83
SHA256:
EE:C5:49:6B:98:8C:E9:86:25:B9:34:09:2E:EC:29:08:BE:D0:B0:F3:16:C2:D4:73:0C:84:EA:F1:F3:D3:48:81
Alias name: ecacc
SHA1: 28:90:3A:63:5B:52:80:FA:E6:77:4C:0B:6D:A7:D6:BA:A6:4A:F2:E8
SHA256:
88:49:7F:01:60:2F:31:54:24:6A:E2:8C:4D:5A:EF:10:F1:D8:7E:BB:76:62:6F:4A:E0:B7:F9:5B:A7:96:87:99
Alias name: emsigneccrootcac3
SHA1: B6:AF:43:C2:9B:81:53:7D:F6:EF:6B:C3:1F:1F:60:15:0C:EE:48:66
SHA256:
BC:4D:80:9B:15:18:9D:78:DB:3E:1D:8C:F4:F9:72:6A:79:5D:A1:64:3C:A5:F1:35:8E:1D:DB:0E:DC:0D:7E:B3
Alias name: emsigneccrootcag3
SHA1: 30:43:FA:4F:F2:57:DC:A0:C3:80:EE:2E:58:EA:78:B2:3F:E6:BB:C1
SHA256:
86:A1:EC:BA:08:9C:4A:8D:3B:BE:27:34:C6:12:BA:34:1D:81:3E:04:3C:F9:E8:A8:62:CD:5C:57:A3:6B:BE:6B
Alias name: emsignrootcac1
SHA1: E7:2E:F1:DF:FC:B2:09:28:CF:5D:D4:D5:67:37:B1:51:CB:86:4F:01
SHA256:
12:56:09:AA:30:1D:A0:A2:49:B9:7A:82:39:CB:6A:34:21:6F:44:DC:AC:9F:39:54:B1:42:92:F2:E8:C8:60:8F
Alias name: emsignrootcag1
SHA1: 8A:C7:AD:8F:73:AC:4E:C1:B5:75:4D:A5:40:F4:FC:CF:7C:B5:8E:8C
SHA256:
40:F6:AF:03:46:A9:9A:A1:CD:1D:55:5A:4E:9C:CE:62:C7:F9:63:46:03:EE:40:66:15:83:3D:C8:C8:D0:03:67
Alias name: entrust2048ca
SHA1: 50:30:06:09:1D:97:D4:F5:AE:39:F7:CB:E7:92:7D:7D:65:2D:34:31
SHA256:
6D:C4:71:72:E0:1C:BC:B0:BF:62:58:0D:89:5F:E2:B8:AC:9A:D4:F8:73:80:1E:0C:10:B9:C8:37:D2:1E:B1:77
Alias name: entrustevca
SHA1: B3:1E:B1:B7:40:E3:6C:84:02:DA:DC:37:D4:4D:F5:D4:67:49:52:F9
SHA256:
73:C1:76:43:4F:1B:C6:D5:AD:F4:5B:0E:76:E7:27:28:7C:8D:E5:76:16:C1:E6:E6:14:1A:2B:2C:BC:7D:8E:4C
Alias name: entrustnetpremium2048secureserverca
SHA1: 50:30:06:09:1D:97:D4:F5:AE:39:F7:CB:E7:92:7D:7D:65:2D:34:31
SHA256:
6D:C4:71:72:E0:1C:BC:B0:BF:62:58:0D:89:5F:E2:B8:AC:9A:D4:F8:73:80:1E:0C:10:B9:C8:37:D2:1E:B1:77

608

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
クライアント証明書
Alias name: entrustrootcag2
SHA1: 8C:F4:27:FD:79:0C:3A:D1:66:06:8D:E8:1E:57:EF:BB:93:22:72:D4
SHA256:
43:DF:57:74:B0:3E:7F:EF:5F:E4:0D:93:1A:7B:ED:F1:BB:2E:6B:42:73:8C:4E:6D:38:41:10:3D:3A:A7:F3:39
Alias name: entrustrootcertificationauthority
SHA1: B3:1E:B1:B7:40:E3:6C:84:02:DA:DC:37:D4:4D:F5:D4:67:49:52:F9
SHA256:
73:C1:76:43:4F:1B:C6:D5:AD:F4:5B:0E:76:E7:27:28:7C:8D:E5:76:16:C1:E6:E6:14:1A:2B:2C:BC:7D:8E:4C
Alias name: entrustrootcertificationauthorityec1
SHA1: 20:D8:06:40:DF:9B:25:F5:12:25:3A:11:EA:F7:59:8A:EB:14:B5:47
SHA256:
02:ED:0E:B2:8C:14:DA:45:16:5C:56:67:91:70:0D:64:51:D7:FB:56:F0:B2:AB:1D:3B:8E:B0:70:E5:6E:DF:F5
Alias name: entrustrootcertificationauthorityg2
SHA1: 8C:F4:27:FD:79:0C:3A:D1:66:06:8D:E8:1E:57:EF:BB:93:22:72:D4
SHA256:
43:DF:57:74:B0:3E:7F:EF:5F:E4:0D:93:1A:7B:ED:F1:BB:2E:6B:42:73:8C:4E:6D:38:41:10:3D:3A:A7:F3:39
Alias name: entrustrootcertificationauthorityg4
SHA1: 14:88:4E:86:26:37:B0:26:AF:59:62:5C:40:77:EC:35:29:BA:96:01
SHA256:
DB:35:17:D1:F6:73:2A:2D:5A:B9:7C:53:3E:C7:07:79:EE:32:70:A6:2F:B4:AC:42:38:37:24:60:E6:F0:1E:88
Alias name: epkirootcertificationauthority
SHA1: 67:65:0D:F1:7E:8E:7E:5B:82:40:A4:F4:56:4B:CF:E2:3D:69:C6:F0
SHA256:
C0:A6:F4:DC:63:A2:4B:FD:CF:54:EF:2A:6A:08:2A:0A:72:DE:35:80:3E:2F:F5:FF:52:7A:E5:D8:72:06:DF:D5
Alias name: equifaxsecureebusinessca1
SHA1: AE:E6:3D:70:E3:76:FB:C7:3A:EB:B0:A1:C1:D4:C4:7A:A7:40:B3:F4
SHA256:
2E:3A:2B:B5:11:25:05:83:6C:A8:96:8B:E2:CB:37:27:CE:9B:56:84:5C:6E:E9:8E:91:85:10:4A:FB:9A:F5:96
Alias name: equifaxsecureglobalebusinessca1
SHA1: 3A:74:CB:7A:47:DB:70:DE:89:1F:24:35:98:64:B8:2D:82:BD:1A:36
SHA256:
86:AB:5A:65:71:D3:32:9A:BC:D2:E4:E6:37:66:8B:A8:9C:73:1E:C2:93:B6:CB:A6:0F:71:63:40:A0:91:CE:AE
Alias name: eszignorootca2017
SHA1: 89:D4:83:03:4F:9E:9A:48:80:5F:72:37:D4:A9:A6:EF:CB:7C:1F:D1
SHA256:
BE:B0:0B:30:83:9B:9B:C3:2C:32:E4:44:79:05:95:06:41:F2:64:21:B1:5E:D0:89:19:8B:51:8A:E2:EA:1B:99
Alias name: etugracertificationauthority
SHA1: 51:C6:E7:08:49:06:6E:F3:92:D4:5C:A0:0D:6D:A3:62:8F:C3:52:39
SHA256:
B0:BF:D5:2B:B0:D7:D9:BD:92:BF:5D:4D:C1:3D:A2:55:C0:2C:54:2F:37:83:65:EA:89:39:11:F5:5E:55:F2:3C
Alias name: gd-class2-root.pem
SHA1: 27:96:BA:E6:3F:18:01:E2:77:26:1B:A0:D7:77:70:02:8F:20:EE:E4
SHA256:
C3:84:6B:F2:4B:9E:93:CA:64:27:4C:0E:C6:7C:1E:CC:5E:02:4F:FC:AC:D2:D7:40:19:35:0E:81:FE:54:6A:E4
Alias name: gd_bundle-g2.pem
SHA1: 27:AC:93:69:FA:F2:52:07:BB:26:27:CE:FA:CC:BE:4E:F9:C3:19:B8
SHA256:
97:3A:41:27:6F:FD:01:E0:27:A2:AA:D4:9E:34:C3:78:46:D3:E9:76:FF:6A:62:0B:67:12:E3:38:32:04:1A:A6
Alias name: gdcatrustauthr5root
SHA1: 0F:36:38:5B:81:1A:25:C3:9B:31:4E:83:CA:E9:34:66:70:CC:74:B4
SHA256:
BF:FF:8F:D0:44:33:48:7D:6A:8A:A6:0C:1A:29:76:7A:9F:C2:BB:B0:5E:42:0F:71:3A:13:B9:92:89:1D:38:93
Alias name: gdroot-g2.pem
SHA1: 47:BE:AB:C9:22:EA:E8:0E:78:78:34:62:A7:9F:45:C2:54:FD:E6:8B
SHA256:
45:14:0B:32:47:EB:9C:C8:C5:B4:F0:D7:B5:30:91:F7:32:92:08:9E:6E:5A:63:E2:74:9D:D3:AC:A9:19:8E:DA
Alias name: geotrustglobalca
SHA1: DE:28:F4:A4:FF:E5:B9:2F:A3:C5:03:D1:A3:49:A7:F9:96:2A:82:12
SHA256:
FF:85:6A:2D:25:1D:CD:88:D3:66:56:F4:50:12:67:98:CF:AB:AA:DE:40:79:9C:72:2D:E4:D2:B5:DB:36:A7:3A
Alias name: geotrustprimaryca
SHA1: 32:3C:11:8E:1B:F7:B8:B6:52:54:E2:E2:10:0D:D6:02:90:37:F0:96
SHA256:
37:D5:10:06:C5:12:EA:AB:62:64:21:F1:EC:8C:92:01:3F:C5:F8:2A:E9:8E:E5:33:EB:46:19:B8:DE:B4:D0:6C
Alias name: geotrustprimarycag2
SHA1: 8D:17:84:D5:37:F3:03:7D:EC:70:FE:57:8B:51:9A:99:E6:10:D7:B0
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SHA256:
5E:DB:7A:C4:3B:82:A0:6A:87:61:E8:D7:BE:49:79:EB:F2:61:1F:7D:D7:9B:F9:1C:1C:6B:56:6A:21:9E:D7:66
Alias name: geotrustprimarycag3
SHA1: 03:9E:ED:B8:0B:E7:A0:3C:69:53:89:3B:20:D2:D9:32:3A:4C:2A:FD
SHA256:
B4:78:B8:12:25:0D:F8:78:63:5C:2A:A7:EC:7D:15:5E:AA:62:5E:E8:29:16:E2:CD:29:43:61:88:6C:D1:FB:D4
Alias name: geotrustprimarycertificationauthority
SHA1: 32:3C:11:8E:1B:F7:B8:B6:52:54:E2:E2:10:0D:D6:02:90:37:F0:96
SHA256:
37:D5:10:06:C5:12:EA:AB:62:64:21:F1:EC:8C:92:01:3F:C5:F8:2A:E9:8E:E5:33:EB:46:19:B8:DE:B4:D0:6C
Alias name: geotrustprimarycertificationauthorityg2
SHA1: 8D:17:84:D5:37:F3:03:7D:EC:70:FE:57:8B:51:9A:99:E6:10:D7:B0
SHA256:
5E:DB:7A:C4:3B:82:A0:6A:87:61:E8:D7:BE:49:79:EB:F2:61:1F:7D:D7:9B:F9:1C:1C:6B:56:6A:21:9E:D7:66
Alias name: geotrustprimarycertificationauthorityg3
SHA1: 03:9E:ED:B8:0B:E7:A0:3C:69:53:89:3B:20:D2:D9:32:3A:4C:2A:FD
SHA256:
B4:78:B8:12:25:0D:F8:78:63:5C:2A:A7:EC:7D:15:5E:AA:62:5E:E8:29:16:E2:CD:29:43:61:88:6C:D1:FB:D4
Alias name: geotrustuniversalca
SHA1: E6:21:F3:35:43:79:05:9A:4B:68:30:9D:8A:2F:74:22:15:87:EC:79
SHA256:
A0:45:9B:9F:63:B2:25:59:F5:FA:5D:4C:6D:B3:F9:F7:2F:F1:93:42:03:35:78:F0:73:BF:1D:1B:46:CB:B9:12
Alias name: geotrustuniversalca2
SHA1: 37:9A:19:7B:41:85:45:35:0C:A6:03:69:F3:3C:2E:AF:47:4F:20:79
SHA256:
A0:23:4F:3B:C8:52:7C:A5:62:8E:EC:81:AD:5D:69:89:5D:A5:68:0D:C9:1D:1C:B8:47:7F:33:F8:78:B9:5B:0B
Alias name: globalchambersignroot2008
SHA1: 4A:BD:EE:EC:95:0D:35:9C:89:AE:C7:52:A1:2C:5B:29:F6:D6:AA:0C
SHA256:
13:63:35:43:93:34:A7:69:80:16:A0:D3:24:DE:72:28:4E:07:9D:7B:52:20:BB:8F:BD:74:78:16:EE:BE:BA:CA
Alias name: globalsignca
SHA1: B1:BC:96:8B:D4:F4:9D:62:2A:A8:9A:81:F2:15:01:52:A4:1D:82:9C
SHA256:
EB:D4:10:40:E4:BB:3E:C7:42:C9:E3:81:D3:1E:F2:A4:1A:48:B6:68:5C:96:E7:CE:F3:C1:DF:6C:D4:33:1C:99
Alias name: globalsigneccrootcar4
SHA1: 69:69:56:2E:40:80:F4:24:A1:E7:19:9F:14:BA:F3:EE:58:AB:6A:BB
SHA256:
BE:C9:49:11:C2:95:56:76:DB:6C:0A:55:09:86:D7:6E:3B:A0:05:66:7C:44:2C:97:62:B4:FB:B7:73:DE:22:8C
Alias name: globalsigneccrootcar5
SHA1: 1F:24:C6:30:CD:A4:18:EF:20:69:FF:AD:4F:DD:5F:46:3A:1B:69:AA
SHA256:
17:9F:BC:14:8A:3D:D0:0F:D2:4E:A1:34:58:CC:43:BF:A7:F5:9C:81:82:D7:83:A5:13:F6:EB:EC:10:0C:89:24
Alias name: globalsignr2ca
SHA1: 75:E0:AB:B6:13:85:12:27:1C:04:F8:5F:DD:DE:38:E4:B7:24:2E:FE
SHA256:
CA:42:DD:41:74:5F:D0:B8:1E:B9:02:36:2C:F9:D8:BF:71:9D:A1:BD:1B:1E:FC:94:6F:5B:4C:99:F4:2C:1B:9E
Alias name: globalsignr3ca
SHA1: D6:9B:56:11:48:F0:1C:77:C5:45:78:C1:09:26:DF:5B:85:69:76:AD
SHA256:
CB:B5:22:D7:B7:F1:27:AD:6A:01:13:86:5B:DF:1C:D4:10:2E:7D:07:59:AF:63:5A:7C:F4:72:0D:C9:63:C5:3B
Alias name: globalsignrootca
SHA1: B1:BC:96:8B:D4:F4:9D:62:2A:A8:9A:81:F2:15:01:52:A4:1D:82:9C
SHA256:
EB:D4:10:40:E4:BB:3E:C7:42:C9:E3:81:D3:1E:F2:A4:1A:48:B6:68:5C:96:E7:CE:F3:C1:DF:6C:D4:33:1C:99
Alias name: globalsignrootcar2
SHA1: 75:E0:AB:B6:13:85:12:27:1C:04:F8:5F:DD:DE:38:E4:B7:24:2E:FE
SHA256:
CA:42:DD:41:74:5F:D0:B8:1E:B9:02:36:2C:F9:D8:BF:71:9D:A1:BD:1B:1E:FC:94:6F:5B:4C:99:F4:2C:1B:9E
Alias name: globalsignrootcar3
SHA1: D6:9B:56:11:48:F0:1C:77:C5:45:78:C1:09:26:DF:5B:85:69:76:AD
SHA256:
CB:B5:22:D7:B7:F1:27:AD:6A:01:13:86:5B:DF:1C:D4:10:2E:7D:07:59:AF:63:5A:7C:F4:72:0D:C9:63:C5:3B
Alias name: globalsignrootcar6
SHA1: 80:94:64:0E:B5:A7:A1:CA:11:9C:1F:DD:D5:9F:81:02:63:A7:FB:D1
SHA256:
2C:AB:EA:FE:37:D0:6C:A2:2A:BA:73:91:C0:03:3D:25:98:29:52:C4:53:64:73:49:76:3A:3A:B5:AD:6C:CF:69
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Alias name: godaddyclass2ca
SHA1: 27:96:BA:E6:3F:18:01:E2:77:26:1B:A0:D7:77:70:02:8F:20:EE:E4
SHA256:
C3:84:6B:F2:4B:9E:93:CA:64:27:4C:0E:C6:7C:1E:CC:5E:02:4F:FC:AC:D2:D7:40:19:35:0E:81:FE:54:6A:E4
Alias name: godaddyrootcertificateauthorityg2
SHA1: 47:BE:AB:C9:22:EA:E8:0E:78:78:34:62:A7:9F:45:C2:54:FD:E6:8B
SHA256:
45:14:0B:32:47:EB:9C:C8:C5:B4:F0:D7:B5:30:91:F7:32:92:08:9E:6E:5A:63:E2:74:9D:D3:AC:A9:19:8E:DA
Alias name: godaddyrootg2ca
SHA1: 47:BE:AB:C9:22:EA:E8:0E:78:78:34:62:A7:9F:45:C2:54:FD:E6:8B
SHA256:
45:14:0B:32:47:EB:9C:C8:C5:B4:F0:D7:B5:30:91:F7:32:92:08:9E:6E:5A:63:E2:74:9D:D3:AC:A9:19:8E:DA
Alias name: gtsrootr1
SHA1: E1:C9:50:E6:EF:22:F8:4C:56:45:72:8B:92:20:60:D7:D5:A7:A3:E8
SHA256:
2A:57:54:71:E3:13:40:BC:21:58:1C:BD:2C:F1:3E:15:84:63:20:3E:CE:94:BC:F9:D3:CC:19:6B:F0:9A:54:72
Alias name: gtsrootr2
SHA1: D2:73:96:2A:2A:5E:39:9F:73:3F:E1:C7:1E:64:3F:03:38:34:FC:4D
SHA256:
C4:5D:7B:B0:8E:6D:67:E6:2E:42:35:11:0B:56:4E:5F:78:FD:92:EF:05:8C:84:0A:EA:4E:64:55:D7:58:5C:60
Alias name: gtsrootr3
SHA1: 30:D4:24:6F:07:FF:DB:91:89:8A:0B:E9:49:66:11:EB:8C:5E:46:E5
SHA256:
15:D5:B8:77:46:19:EA:7D:54:CE:1C:A6:D0:B0:C4:03:E0:37:A9:17:F1:31:E8:A0:4E:1E:6B:7A:71:BA:BC:E5
Alias name: gtsrootr4
SHA1: 2A:1D:60:27:D9:4A:B1:0A:1C:4D:91:5C:CD:33:A0:CB:3E:2D:54:CB
SHA256:
71:CC:A5:39:1F:9E:79:4B:04:80:25:30:B3:63:E1:21:DA:8A:30:43:BB:26:66:2F:EA:4D:CA:7F:C9:51:A4:BD
Alias name: hellenicacademicandresearchinstitutionseccrootca2015
SHA1: 9F:F1:71:8D:92:D5:9A:F3:7D:74:97:B4:BC:6F:84:68:0B:BA:B6:66
SHA256:
44:B5:45:AA:8A:25:E6:5A:73:CA:15:DC:27:FC:36:D2:4C:1C:B9:95:3A:06:65:39:B1:15:82:DC:48:7B:48:33
Alias name: hellenicacademicandresearchinstitutionsrootca2011
SHA1: FE:45:65:9B:79:03:5B:98:A1:61:B5:51:2E:AC:DA:58:09:48:22:4D
SHA256:
BC:10:4F:15:A4:8B:E7:09:DC:A5:42:A7:E1:D4:B9:DF:6F:05:45:27:E8:02:EA:A9:2D:59:54:44:25:8A:FE:71
Alias name: hellenicacademicandresearchinstitutionsrootca2015
SHA1: 01:0C:06:95:A6:98:19:14:FF:BF:5F:C6:B0:B6:95:EA:29:E9:12:A6
SHA256:
A0:40:92:9A:02:CE:53:B4:AC:F4:F2:FF:C6:98:1C:E4:49:6F:75:5E:6D:45:FE:0B:2A:69:2B:CD:52:52:3F:36
Alias name: hongkongpostrootca1
SHA1: D6:DA:A8:20:8D:09:D2:15:4D:24:B5:2F:CB:34:6E:B2:58:B2:8A:58
SHA256:
F9:E6:7D:33:6C:51:00:2A:C0:54:C6:32:02:2D:66:DD:A2:E7:E3:FF:F1:0A:D0:61:ED:31:D8:BB:B4:10:CF:B2
Alias name: hongkongpostrootca3
SHA1: 58:A2:D0:EC:20:52:81:5B:C1:F3:F8:64:02:24:4E:C2:8E:02:4B:02
SHA256:
5A:2F:C0:3F:0C:83:B0:90:BB:FA:40:60:4B:09:88:44:6C:76:36:18:3D:F9:84:6E:17:10:1A:44:7F:B8:EF:D6
Alias name: identrustcommercialrootca1
SHA1: DF:71:7E:AA:4A:D9:4E:C9:55:84:99:60:2D:48:DE:5F:BC:F0:3A:25
SHA256:
5D:56:49:9B:E4:D2:E0:8B:CF:CA:D0:8A:3E:38:72:3D:50:50:3B:DE:70:69:48:E4:2F:55:60:30:19:E5:28:AE
Alias name: identrustpublicsectorrootca1
SHA1: BA:29:41:60:77:98:3F:F4:F3:EF:F2:31:05:3B:2E:EA:6D:4D:45:FD
SHA256:
30:D0:89:5A:9A:44:8A:26:20:91:63:55:22:D1:F5:20:10:B5:86:7A:CA:E1:2C:78:EF:95:8F:D4:F4:38:9F:2F
Alias name: isrgrootx1
SHA1: CA:BD:2A:79:A1:07:6A:31:F2:1D:25:36:35:CB:03:9D:43:29:A5:E8
SHA256:
96:BC:EC:06:26:49:76:F3:74:60:77:9A:CF:28:C5:A7:CF:E8:A3:C0:AA:E1:1A:8F:FC:EE:05:C0:BD:DF:08:C6
Alias name: izenpecom
SHA1: 2F:78:3D:25:52:18:A7:4A:65:39:71:B5:2C:A2:9C:45:15:6F:E9:19
SHA256:
25:30:CC:8E:98:32:15:02:BA:D9:6F:9B:1F:BA:1B:09:9E:2D:29:9E:0F:45:48:BB:91:4F:36:3B:C0:D4:53:1F
Alias name: keynectisrootca
SHA1: 9C:61:5C:4D:4D:85:10:3A:53:26:C2:4D:BA:EA:E4:A2:D2:D5:CC:97
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SHA256:
42:10:F1:99:49:9A:9A:C3:3C:8D:E0:2B:A6:DB:AA:14:40:8B:DD:8A:6E:32:46:89:C1:92:2D:06:97:15:A3:32
Alias name: microseceszignorootca2009
SHA1: 89:DF:74:FE:5C:F4:0F:4A:80:F9:E3:37:7D:54:DA:91:E1:01:31:8E
SHA256:
3C:5F:81:FE:A5:FA:B8:2C:64:BF:A2:EA:EC:AF:CD:E8:E0:77:FC:86:20:A7:CA:E5:37:16:3D:F3:6E:DB:F3:78
Alias name: mozillacert0.pem
SHA1: 97:81:79:50:D8:1C:96:70:CC:34:D8:09:CF:79:44:31:36:7E:F4:74
SHA256:
A5:31:25:18:8D:21:10:AA:96:4B:02:C7:B7:C6:DA:32:03:17:08:94:E5:FB:71:FF:FB:66:67:D5:E6:81:0A:36
Alias name: mozillacert1.pem
SHA1: 23:E5:94:94:51:95:F2:41:48:03:B4:D5:64:D2:A3:A3:F5:D8:8B:8C
SHA256:
B4:41:0B:73:E2:E6:EA:CA:47:FB:C4:2F:8F:A4:01:8A:F4:38:1D:C5:4C:FA:A8:44:50:46:1E:ED:09:45:4D:E9
Alias name: mozillacert10.pem
SHA1: 5F:3A:FC:0A:8B:64:F6:86:67:34:74:DF:7E:A9:A2:FE:F9:FA:7A:51
SHA256:
21:DB:20:12:36:60:BB:2E:D4:18:20:5D:A1:1E:E7:A8:5A:65:E2:BC:6E:55:B5:AF:7E:78:99:C8:A2:66:D9:2E
Alias name: mozillacert100.pem
SHA1: 58:E8:AB:B0:36:15:33:FB:80:F7:9B:1B:6D:29:D3:FF:8D:5F:00:F0
SHA256:
49:E7:A4:42:AC:F0:EA:62:87:05:00:54:B5:25:64:B6:50:E4:F4:9E:42:E3:48:D6:AA:38:E0:39:E9:57:B1:C1
Alias name: mozillacert101.pem
SHA1: 99:A6:9B:E6:1A:FE:88:6B:4D:2B:82:00:7C:B8:54:FC:31:7E:15:39
SHA256:
62:F2:40:27:8C:56:4C:4D:D8:BF:7D:9D:4F:6F:36:6E:A8:94:D2:2F:5F:34:D9:89:A9:83:AC:EC:2F:FF:ED:50
Alias name: mozillacert102.pem
SHA1: 96:C9:1B:0B:95:B4:10:98:42:FA:D0:D8:22:79:FE:60:FA:B9:16:83
SHA256:
EE:C5:49:6B:98:8C:E9:86:25:B9:34:09:2E:EC:29:08:BE:D0:B0:F3:16:C2:D4:73:0C:84:EA:F1:F3:D3:48:81
Alias name: mozillacert103.pem
SHA1: 70:C1:8D:74:B4:28:81:0A:E4:FD:A5:75:D7:01:9F:99:B0:3D:50:74
SHA256:
3C:FC:3C:14:D1:F6:84:FF:17:E3:8C:43:CA:44:0C:00:B9:67:EC:93:3E:8B:FE:06:4C:A1:D7:2C:90:F2:AD:B0
Alias name: mozillacert104.pem
SHA1: 4F:99:AA:93:FB:2B:D1:37:26:A1:99:4A:CE:7F:F0:05:F2:93:5D:1E
SHA256:
1C:01:C6:F4:DB:B2:FE:FC:22:55:8B:2B:CA:32:56:3F:49:84:4A:CF:C3:2B:7B:E4:B0:FF:59:9F:9E:8C:7A:F7
Alias name: mozillacert105.pem
SHA1: 77:47:4F:C6:30:E4:0F:4C:47:64:3F:84:BA:B8:C6:95:4A:8A:41:EC
SHA256:
F0:9B:12:2C:71:14:F4:A0:9B:D4:EA:4F:4A:99:D5:58:B4:6E:4C:25:CD:81:14:0D:29:C0:56:13:91:4C:38:41
Alias name: mozillacert106.pem
SHA1: E7:A1:90:29:D3:D5:52:DC:0D:0F:C6:92:D3:EA:88:0D:15:2E:1A:6B
SHA256:
D9:5F:EA:3C:A4:EE:DC:E7:4C:D7:6E:75:FC:6D:1F:F6:2C:44:1F:0F:A8:BC:77:F0:34:B1:9E:5D:B2:58:01:5D
Alias name: mozillacert107.pem
SHA1: 8E:1C:74:F8:A6:20:B9:E5:8A:F4:61:FA:EC:2B:47:56:51:1A:52:C6
SHA256:
F9:6F:23:F4:C3:E7:9C:07:7A:46:98:8D:5A:F5:90:06:76:A0:F0:39:CB:64:5D:D1:75:49:B2:16:C8:24:40:CE
Alias name: mozillacert108.pem
SHA1: B1:BC:96:8B:D4:F4:9D:62:2A:A8:9A:81:F2:15:01:52:A4:1D:82:9C
SHA256:
EB:D4:10:40:E4:BB:3E:C7:42:C9:E3:81:D3:1E:F2:A4:1A:48:B6:68:5C:96:E7:CE:F3:C1:DF:6C:D4:33:1C:99
Alias name: mozillacert109.pem
SHA1: B5:61:EB:EA:A4:DE:E4:25:4B:69:1A:98:A5:57:47:C2:34:C7:D9:71
SHA256:
E2:3D:4A:03:6D:7B:70:E9:F5:95:B1:42:20:79:D2:B9:1E:DF:BB:1F:B6:51:A0:63:3E:AA:8A:9D:C5:F8:07:03
Alias name: mozillacert11.pem
SHA1: 05:63:B8:63:0D:62:D7:5A:BB:C8:AB:1E:4B:DF:B5:A8:99:B2:4D:43
SHA256:
3E:90:99:B5:01:5E:8F:48:6C:00:BC:EA:9D:11:1E:E7:21:FA:BA:35:5A:89:BC:F1:DF:69:56:1E:3D:C6:32:5C
Alias name: mozillacert110.pem
SHA1: 93:05:7A:88:15:C6:4F:CE:88:2F:FA:91:16:52:28:78:BC:53:64:17
SHA256:
9A:6E:C0:12:E1:A7:DA:9D:BE:34:19:4D:47:8A:D7:C0:DB:18:22:FB:07:1D:F1:29:81:49:6E:D1:04:38:41:13
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Alias name: mozillacert111.pem
SHA1: 9C:BB:48:53:F6:A4:F6:D3:52:A4:E8:32:52:55:60:13:F5:AD:AF:65
SHA256:
59:76:90:07:F7:68:5D:0F:CD:50:87:2F:9F:95:D5:75:5A:5B:2B:45:7D:81:F3:69:2B:61:0A:98:67:2F:0E:1B
Alias name: mozillacert112.pem
SHA1: 43:13:BB:96:F1:D5:86:9B:C1:4E:6A:92:F6:CF:F6:34:69:87:82:37
SHA256:
DD:69:36:FE:21:F8:F0:77:C1:23:A1:A5:21:C1:22:24:F7:22:55:B7:3E:03:A7:26:06:93:E8:A2:4B:0F:A3:89
Alias name: mozillacert113.pem
SHA1: 50:30:06:09:1D:97:D4:F5:AE:39:F7:CB:E7:92:7D:7D:65:2D:34:31
SHA256:
6D:C4:71:72:E0:1C:BC:B0:BF:62:58:0D:89:5F:E2:B8:AC:9A:D4:F8:73:80:1E:0C:10:B9:C8:37:D2:1E:B1:77
Alias name: mozillacert114.pem
SHA1: 51:C6:E7:08:49:06:6E:F3:92:D4:5C:A0:0D:6D:A3:62:8F:C3:52:39
SHA256:
B0:BF:D5:2B:B0:D7:D9:BD:92:BF:5D:4D:C1:3D:A2:55:C0:2C:54:2F:37:83:65:EA:89:39:11:F5:5E:55:F2:3C
Alias name: mozillacert115.pem
SHA1: 59:0D:2D:7D:88:4F:40:2E:61:7E:A5:62:32:17:65:CF:17:D8:94:E9
SHA256:
91:E2:F5:78:8D:58:10:EB:A7:BA:58:73:7D:E1:54:8A:8E:CA:CD:01:45:98:BC:0B:14:3E:04:1B:17:05:25:52
Alias name: mozillacert116.pem
SHA1: 2B:B1:F5:3E:55:0C:1D:C5:F1:D4:E6:B7:6A:46:4B:55:06:02:AC:21
SHA256:
F3:56:BE:A2:44:B7:A9:1E:B3:5D:53:CA:9A:D7:86:4A:CE:01:8E:2D:35:D5:F8:F9:6D:DF:68:A6:F4:1A:A4:74
Alias name: mozillacert117.pem
SHA1: D4:DE:20:D0:5E:66:FC:53:FE:1A:50:88:2C:78:DB:28:52:CA:E4:74
SHA256:
16:AF:57:A9:F6:76:B0:AB:12:60:95:AA:5E:BA:DE:F2:2A:B3:11:19:D6:44:AC:95:CD:4B:93:DB:F3:F2:6A:EB
Alias name: mozillacert118.pem
SHA1: 7E:78:4A:10:1C:82:65:CC:2D:E1:F1:6D:47:B4:40:CA:D9:0A:19:45
SHA256:
5F:0B:62:EA:B5:E3:53:EA:65:21:65:16:58:FB:B6:53:59:F4:43:28:0A:4A:FB:D1:04:D7:7D:10:F9:F0:4C:07
Alias name: mozillacert119.pem
SHA1: 75:E0:AB:B6:13:85:12:27:1C:04:F8:5F:DD:DE:38:E4:B7:24:2E:FE
SHA256:
CA:42:DD:41:74:5F:D0:B8:1E:B9:02:36:2C:F9:D8:BF:71:9D:A1:BD:1B:1E:FC:94:6F:5B:4C:99:F4:2C:1B:9E
Alias name: mozillacert12.pem
SHA1: A8:98:5D:3A:65:E5:E5:C4:B2:D7:D6:6D:40:C6:DD:2F:B1:9C:54:36
SHA256:
43:48:A0:E9:44:4C:78:CB:26:5E:05:8D:5E:89:44:B4:D8:4F:96:62:BD:26:DB:25:7F:89:34:A4:43:C7:01:61
Alias name: mozillacert120.pem
SHA1: DA:40:18:8B:91:89:A3:ED:EE:AE:DA:97:FE:2F:9D:F5:B7:D1:8A:41
SHA256:
CF:56:FF:46:A4:A1:86:10:9D:D9:65:84:B5:EE:B5:8A:51:0C:42:75:B0:E5:F9:4F:40:BB:AE:86:5E:19:F6:73
Alias name: mozillacert121.pem
SHA1: CC:AB:0E:A0:4C:23:01:D6:69:7B:DD:37:9F:CD:12:EB:24:E3:94:9D
SHA256:
8C:72:09:27:9A:C0:4E:27:5E:16:D0:7F:D3:B7:75:E8:01:54:B5:96:80:46:E3:1F:52:DD:25:76:63:24:E9:A7
Alias name: mozillacert122.pem
SHA1: 02:FA:F3:E2:91:43:54:68:60:78:57:69:4D:F5:E4:5B:68:85:18:68
SHA256:
68:7F:A4:51:38:22:78:FF:F0:C8:B1:1F:8D:43:D5:76:67:1C:6E:B2:BC:EA:B4:13:FB:83:D9:65:D0:6D:2F:F2
Alias name: mozillacert123.pem
SHA1: 2A:B6:28:48:5E:78:FB:F3:AD:9E:79:10:DD:6B:DF:99:72:2C:96:E5
SHA256:
07:91:CA:07:49:B2:07:82:AA:D3:C7:D7:BD:0C:DF:C9:48:58:35:84:3E:B2:D7:99:60:09:CE:43:AB:6C:69:27
Alias name: mozillacert124.pem
SHA1: 4D:23:78:EC:91:95:39:B5:00:7F:75:8F:03:3B:21:1E:C5:4D:8B:CF
SHA256:
80:95:21:08:05:DB:4B:BC:35:5E:44:28:D8:FD:6E:C2:CD:E3:AB:5F:B9:7A:99:42:98:8E:B8:F4:DC:D0:60:16
Alias name: mozillacert125.pem
SHA1: B3:1E:B1:B7:40:E3:6C:84:02:DA:DC:37:D4:4D:F5:D4:67:49:52:F9
SHA256:
73:C1:76:43:4F:1B:C6:D5:AD:F4:5B:0E:76:E7:27:28:7C:8D:E5:76:16:C1:E6:E6:14:1A:2B:2C:BC:7D:8E:4C
Alias name: mozillacert126.pem
SHA1: 25:01:90:19:CF:FB:D9:99:1C:B7:68:25:74:8D:94:5F:30:93:95:42
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SHA256:
AF:8B:67:62:A1:E5:28:22:81:61:A9:5D:5C:55:9E:E2:66:27:8F:75:D7:9E:83:01:89:A5:03:50:6A:BD:6B:4C
Alias name: mozillacert127.pem
SHA1: DE:28:F4:A4:FF:E5:B9:2F:A3:C5:03:D1:A3:49:A7:F9:96:2A:82:12
SHA256:
FF:85:6A:2D:25:1D:CD:88:D3:66:56:F4:50:12:67:98:CF:AB:AA:DE:40:79:9C:72:2D:E4:D2:B5:DB:36:A7:3A
Alias name: mozillacert128.pem
SHA1: A9:E9:78:08:14:37:58:88:F2:05:19:B0:6D:2B:0D:2B:60:16:90:7D
SHA256:
CA:2D:82:A0:86:77:07:2F:8A:B6:76:4F:F0:35:67:6C:FE:3E:5E:32:5E:01:21:72:DF:3F:92:09:6D:B7:9B:85
Alias name: mozillacert129.pem
SHA1: E6:21:F3:35:43:79:05:9A:4B:68:30:9D:8A:2F:74:22:15:87:EC:79
SHA256:
A0:45:9B:9F:63:B2:25:59:F5:FA:5D:4C:6D:B3:F9:F7:2F:F1:93:42:03:35:78:F0:73:BF:1D:1B:46:CB:B9:12
Alias name: mozillacert13.pem
SHA1: 06:08:3F:59:3F:15:A1:04:A0:69:A4:6B:A9:03:D0:06:B7:97:09:91
SHA256:
6C:61:DA:C3:A2:DE:F0:31:50:6B:E0:36:D2:A6:FE:40:19:94:FB:D1:3D:F9:C8:D4:66:59:92:74:C4:46:EC:98
Alias name: mozillacert130.pem
SHA1: E5:DF:74:3C:B6:01:C4:9B:98:43:DC:AB:8C:E8:6A:81:10:9F:E4:8E
SHA256:
F4:C1:49:55:1A:30:13:A3:5B:C7:BF:FE:17:A7:F3:44:9B:C1:AB:5B:5A:0A:E7:4B:06:C2:3B:90:00:4C:01:04
Alias name: mozillacert131.pem
SHA1: 37:9A:19:7B:41:85:45:35:0C:A6:03:69:F3:3C:2E:AF:47:4F:20:79
SHA256:
A0:23:4F:3B:C8:52:7C:A5:62:8E:EC:81:AD:5D:69:89:5D:A5:68:0D:C9:1D:1C:B8:47:7F:33:F8:78:B9:5B:0B
Alias name: mozillacert132.pem
SHA1: 39:21:C1:15:C1:5D:0E:CA:5C:CB:5B:C4:F0:7D:21:D8:05:0B:56:6A
SHA256:
77:40:73:12:C6:3A:15:3D:5B:C0:0B:4E:51:75:9C:DF:DA:C2:37:DC:2A:33:B6:79:46:E9:8E:9B:FA:68:0A:E3
Alias name: mozillacert133.pem
SHA1: 85:B5:FF:67:9B:0C:79:96:1F:C8:6E:44:22:00:46:13:DB:17:92:84
SHA256:
7D:3B:46:5A:60:14:E5:26:C0:AF:FC:EE:21:27:D2:31:17:27:AD:81:1C:26:84:2D:00:6A:F3:73:06:CC:80:BD
Alias name: mozillacert134.pem
SHA1: 70:17:9B:86:8C:00:A4:FA:60:91:52:22:3F:9F:3E:32:BD:E0:05:62
SHA256:
69:FA:C9:BD:55:FB:0A:C7:8D:53:BB:EE:5C:F1:D5:97:98:9F:D0:AA:AB:20:A2:51:51:BD:F1:73:3E:E7:D1:22
Alias name: mozillacert135.pem
SHA1: 62:52:DC:40:F7:11:43:A2:2F:DE:9E:F7:34:8E:06:42:51:B1:81:18
SHA256:
D8:E0:FE:BC:1D:B2:E3:8D:00:94:0F:37:D2:7D:41:34:4D:99:3E:73:4B:99:D5:65:6D:97:78:D4:D8:14:36:24
Alias name: mozillacert136.pem
SHA1: D1:EB:23:A4:6D:17:D6:8F:D9:25:64:C2:F1:F1:60:17:64:D8:E3:49
SHA256:
D7:A7:A0:FB:5D:7E:27:31:D7:71:E9:48:4E:BC:DE:F7:1D:5F:0C:3E:0A:29:48:78:2B:C8:3E:E0:EA:69:9E:F4
Alias name: mozillacert137.pem
SHA1: 4A:65:D5:F4:1D:EF:39:B8:B8:90:4A:4A:D3:64:81:33:CF:C7:A1:D1
SHA256:
BD:81:CE:3B:4F:65:91:D1:1A:67:B5:FC:7A:47:FD:EF:25:52:1B:F9:AA:4E:18:B9:E3:DF:2E:34:A7:80:3B:E8
Alias name: mozillacert138.pem
SHA1: E1:9F:E3:0E:8B:84:60:9E:80:9B:17:0D:72:A8:C5:BA:6E:14:09:BD
SHA256:
3F:06:E5:56:81:D4:96:F5:BE:16:9E:B5:38:9F:9F:2B:8F:F6:1E:17:08:DF:68:81:72:48:49:CD:5D:27:CB:69
Alias name: mozillacert139.pem
SHA1: DE:3F:40:BD:50:93:D3:9B:6C:60:F6:DA:BC:07:62:01:00:89:76:C9
SHA256:
A4:5E:DE:3B:BB:F0:9C:8A:E1:5C:72:EF:C0:72:68:D6:93:A2:1C:99:6F:D5:1E:67:CA:07:94:60:FD:6D:88:73
Alias name: mozillacert14.pem
SHA1: 5F:B7:EE:06:33:E2:59:DB:AD:0C:4C:9A:E6:D3:8F:1A:61:C7:DC:25
SHA256:
74:31:E5:F4:C3:C1:CE:46:90:77:4F:0B:61:E0:54:40:88:3B:A9:A0:1E:D0:0B:A6:AB:D7:80:6E:D3:B1:18:CF
Alias name: mozillacert140.pem
SHA1: CA:3A:FB:CF:12:40:36:4B:44:B2:16:20:88:80:48:39:19:93:7C:F7
SHA256:
85:A0:DD:7D:D7:20:AD:B7:FF:05:F8:3D:54:2B:20:9D:C7:FF:45:28:F7:D6:77:B1:83:89:FE:A5:E5:C4:9E:86
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Alias name: mozillacert141.pem
SHA1: 31:7A:2A:D0:7F:2B:33:5E:F5:A1:C3:4E:4B:57:E8:B7:D8:F1:FC:A6
SHA256:
58:D0:17:27:9C:D4:DC:63:AB:DD:B1:96:A6:C9:90:6C:30:C4:E0:87:83:EA:E8:C1:60:99:54:D6:93:55:59:6B
Alias name: mozillacert142.pem
SHA1: 1F:49:14:F7:D8:74:95:1D:DD:AE:02:C0:BE:FD:3A:2D:82:75:51:85
SHA256:
18:F1:FC:7F:20:5D:F8:AD:DD:EB:7F:E0:07:DD:57:E3:AF:37:5A:9C:4D:8D:73:54:6B:F4:F1:FE:D1:E1:8D:35
Alias name: mozillacert143.pem
SHA1: 36:B1:2B:49:F9:81:9E:D7:4C:9E:BC:38:0F:C6:56:8F:5D:AC:B2:F7
SHA256:
E7:5E:72:ED:9F:56:0E:EC:6E:B4:80:00:73:A4:3F:C3:AD:19:19:5A:39:22:82:01:78:95:97:4A:99:02:6B:6C
Alias name: mozillacert144.pem
SHA1: 37:F7:6D:E6:07:7C:90:C5:B1:3E:93:1A:B7:41:10:B4:F2:E4:9A:27
SHA256:
79:08:B4:03:14:C1:38:10:0B:51:8D:07:35:80:7F:FB:FC:F8:51:8A:00:95:33:71:05:BA:38:6B:15:3D:D9:27
Alias name: mozillacert145.pem
SHA1: 10:1D:FA:3F:D5:0B:CB:BB:9B:B5:60:0C:19:55:A4:1A:F4:73:3A:04
SHA256:
D4:1D:82:9E:8C:16:59:82:2A:F9:3F:CE:62:BF:FC:DE:26:4F:C8:4E:8B:95:0C:5F:F2:75:D0:52:35:46:95:A3
Alias name: mozillacert146.pem
SHA1: 21:FC:BD:8E:7F:6C:AF:05:1B:D1:B3:43:EC:A8:E7:61:47:F2:0F:8A
SHA256:
48:98:C6:88:8C:0C:FF:B0:D3:E3:1A:CA:8A:37:D4:E3:51:5F:F7:46:D0:26:35:D8:66:46:CF:A0:A3:18:5A:E7
Alias name: mozillacert147.pem
SHA1: 58:11:9F:0E:12:82:87:EA:50:FD:D9:87:45:6F:4F:78:DC:FA:D6:D4
SHA256:
85:FB:2F:91:DD:12:27:5A:01:45:B6:36:53:4F:84:02:4A:D6:8B:69:B8:EE:88:68:4F:F7:11:37:58:05:B3:48
Alias name: mozillacert148.pem
SHA1: 04:83:ED:33:99:AC:36:08:05:87:22:ED:BC:5E:46:00:E3:BE:F9:D7
SHA256:
6E:A5:47:41:D0:04:66:7E:ED:1B:48:16:63:4A:A3:A7:9E:6E:4B:96:95:0F:82:79:DA:FC:8D:9B:D8:81:21:37
Alias name: mozillacert149.pem
SHA1: 6E:3A:55:A4:19:0C:19:5C:93:84:3C:C0:DB:72:2E:31:30:61:F0:B1
SHA256:
0C:25:8A:12:A5:67:4A:EF:25:F2:8B:A7:DC:FA:EC:EE:A3:48:E5:41:E6:F5:CC:4E:E6:3B:71:B3:61:60:6A:C3
Alias name: mozillacert15.pem
SHA1: 74:20:74:41:72:9C:DD:92:EC:79:31:D8:23:10:8D:C2:81:92:E2:BB
SHA256:
0F:99:3C:8A:EF:97:BA:AF:56:87:14:0E:D5:9A:D1:82:1B:B4:AF:AC:F0:AA:9A:58:B5:D5:7A:33:8A:3A:FB:CB
Alias name: mozillacert150.pem
SHA1: 33:9B:6B:14:50:24:9B:55:7A:01:87:72:84:D9:E0:2F:C3:D2:D8:E9
SHA256:
EF:3C:B4:17:FC:8E:BF:6F:97:87:6C:9E:4E:CE:39:DE:1E:A5:FE:64:91:41:D1:02:8B:7D:11:C0:B2:29:8C:ED
Alias name: mozillacert151.pem
SHA1: AC:ED:5F:65:53:FD:25:CE:01:5F:1F:7A:48:3B:6A:74:9F:61:78:C6
SHA256:
7F:12:CD:5F:7E:5E:29:0E:C7:D8:51:79:D5:B7:2C:20:A5:BE:75:08:FF:DB:5B:F8:1A:B9:68:4A:7F:C9:F6:67
Alias name: mozillacert16.pem
SHA1: DA:C9:02:4F:54:D8:F6:DF:94:93:5F:B1:73:26:38:CA:6A:D7:7C:13
SHA256:
06:87:26:03:31:A7:24:03:D9:09:F1:05:E6:9B:CF:0D:32:E1:BD:24:93:FF:C6:D9:20:6D:11:BC:D6:77:07:39
Alias name: mozillacert17.pem
SHA1: 40:54:DA:6F:1C:3F:40:74:AC:ED:0F:EC:CD:DB:79:D1:53:FB:90:1D
SHA256:
76:7C:95:5A:76:41:2C:89:AF:68:8E:90:A1:C7:0F:55:6C:FD:6B:60:25:DB:EA:10:41:6D:7E:B6:83:1F:8C:40
Alias name: mozillacert18.pem
SHA1: 79:98:A3:08:E1:4D:65:85:E6:C2:1E:15:3A:71:9F:BA:5A:D3:4A:D9
SHA256:
44:04:E3:3B:5E:14:0D:CF:99:80:51:FD:FC:80:28:C7:C8:16:15:C5:EE:73:7B:11:1B:58:82:33:A9:B5:35:A0
Alias name: mozillacert19.pem
SHA1: B4:35:D4:E1:11:9D:1C:66:90:A7:49:EB:B3:94:BD:63:7B:A7:82:B7
SHA256:
C4:70:CF:54:7E:23:02:B9:77:FB:29:DD:71:A8:9A:7B:6C:1F:60:77:7B:03:29:F5:60:17:F3:28:BF:4F:6B:E6
Alias name: mozillacert2.pem
SHA1: 22:D5:D8:DF:8F:02:31:D1:8D:F7:9D:B7:CF:8A:2D:64:C9:3F:6C:3A
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SHA256:
69:DD:D7:EA:90:BB:57:C9:3E:13:5D:C8:5E:A6:FC:D5:48:0B:60:32:39:BD:C4:54:FC:75:8B:2A:26:CF:7F:79
Alias name: mozillacert20.pem
SHA1: D8:C5:38:8A:B7:30:1B:1B:6E:D4:7A:E6:45:25:3A:6F:9F:1A:27:61
SHA256:
62:DD:0B:E9:B9:F5:0A:16:3E:A0:F8:E7:5C:05:3B:1E:CA:57:EA:55:C8:68:8F:64:7C:68:81:F2:C8:35:7B:95
Alias name: mozillacert21.pem
SHA1: 9B:AA:E5:9F:56:EE:21:CB:43:5A:BE:25:93:DF:A7:F0:40:D1:1D:CB
SHA256:
BE:6C:4D:A2:BB:B9:BA:59:B6:F3:93:97:68:37:42:46:C3:C0:05:99:3F:A9:8F:02:0D:1D:ED:BE:D4:8A:81:D5
Alias name: mozillacert22.pem
SHA1: 32:3C:11:8E:1B:F7:B8:B6:52:54:E2:E2:10:0D:D6:02:90:37:F0:96
SHA256:
37:D5:10:06:C5:12:EA:AB:62:64:21:F1:EC:8C:92:01:3F:C5:F8:2A:E9:8E:E5:33:EB:46:19:B8:DE:B4:D0:6C
Alias name: mozillacert23.pem
SHA1: 91:C6:D6:EE:3E:8A:C8:63:84:E5:48:C2:99:29:5C:75:6C:81:7B:81
SHA256:
8D:72:2F:81:A9:C1:13:C0:79:1D:F1:36:A2:96:6D:B2:6C:95:0A:97:1D:B4:6B:41:99:F4:EA:54:B7:8B:FB:9F
Alias name: mozillacert24.pem
SHA1: 59:AF:82:79:91:86:C7:B4:75:07:CB:CF:03:57:46:EB:04:DD:B7:16
SHA256:
66:8C:83:94:7D:A6:3B:72:4B:EC:E1:74:3C:31:A0:E6:AE:D0:DB:8E:C5:B3:1B:E3:77:BB:78:4F:91:B6:71:6F
Alias name: mozillacert25.pem
SHA1: 4E:B6:D5:78:49:9B:1C:CF:5F:58:1E:AD:56:BE:3D:9B:67:44:A5:E5
SHA256:
9A:CF:AB:7E:43:C8:D8:80:D0:6B:26:2A:94:DE:EE:E4:B4:65:99:89:C3:D0:CA:F1:9B:AF:64:05:E4:1A:B7:DF
Alias name: mozillacert26.pem
SHA1: 87:82:C6:C3:04:35:3B:CF:D2:96:92:D2:59:3E:7D:44:D9:34:FF:11
SHA256:
F1:C1:B5:0A:E5:A2:0D:D8:03:0E:C9:F6:BC:24:82:3D:D3:67:B5:25:57:59:B4:E7:1B:61:FC:E9:F7:37:5D:73
Alias name: mozillacert27.pem
SHA1: 3A:44:73:5A:E5:81:90:1F:24:86:61:46:1E:3B:9C:C4:5F:F5:3A:1B
SHA256:
42:00:F5:04:3A:C8:59:0E:BB:52:7D:20:9E:D1:50:30:29:FB:CB:D4:1C:A1:B5:06:EC:27:F1:5A:DE:7D:AC:69
Alias name: mozillacert28.pem
SHA1: 66:31:BF:9E:F7:4F:9E:B6:C9:D5:A6:0C:BA:6A:BE:D1:F7:BD:EF:7B
SHA256:
0C:2C:D6:3D:F7:80:6F:A3:99:ED:E8:09:11:6B:57:5B:F8:79:89:F0:65:18:F9:80:8C:86:05:03:17:8B:AF:66
Alias name: mozillacert29.pem
SHA1: 74:F8:A3:C3:EF:E7:B3:90:06:4B:83:90:3C:21:64:60:20:E5:DF:CE
SHA256:
15:F0:BA:00:A3:AC:7A:F3:AC:88:4C:07:2B:10:11:A0:77:BD:77:C0:97:F4:01:64:B2:F8:59:8A:BD:83:86:0C
Alias name: mozillacert3.pem
SHA1: 87:9F:4B:EE:05:DF:98:58:3B:E3:60:D6:33:E7:0D:3F:FE:98:71:AF
SHA256:
39:DF:7B:68:2B:7B:93:8F:84:71:54:81:CC:DE:8D:60:D8:F2:2E:C5:98:87:7D:0A:AA:C1:2B:59:18:2B:03:12
Alias name: mozillacert30.pem
SHA1: E7:B4:F6:9D:61:EC:90:69:DB:7E:90:A7:40:1A:3C:F4:7D:4F:E8:EE
SHA256:
A7:12:72:AE:AA:A3:CF:E8:72:7F:7F:B3:9F:0F:B3:D1:E5:42:6E:90:60:B0:6E:E6:F1:3E:9A:3C:58:33:CD:43
Alias name: mozillacert31.pem
SHA1: 9F:74:4E:9F:2B:4D:BA:EC:0F:31:2C:50:B6:56:3B:8E:2D:93:C3:11
SHA256:
17:93:92:7A:06:14:54:97:89:AD:CE:2F:8F:34:F7:F0:B6:6D:0F:3A:E3:A3:B8:4D:21:EC:15:DB:BA:4F:AD:C7
Alias name: mozillacert32.pem
SHA1: 60:D6:89:74:B5:C2:65:9E:8A:0F:C1:88:7C:88:D2:46:69:1B:18:2C
SHA256:
B9:BE:A7:86:0A:96:2E:A3:61:1D:AB:97:AB:6D:A3:E2:1C:10:68:B9:7D:55:57:5E:D0:E1:12:79:C1:1C:89:32
Alias name: mozillacert33.pem
SHA1: FE:B8:C4:32:DC:F9:76:9A:CE:AE:3D:D8:90:8F:FD:28:86:65:64:7D
SHA256:
A2:2D:BA:68:1E:97:37:6E:2D:39:7D:72:8A:AE:3A:9B:62:96:B9:FD:BA:60:BC:2E:11:F6:47:F2:C6:75:FB:37
Alias name: mozillacert34.pem
SHA1: 59:22:A1:E1:5A:EA:16:35:21:F8:98:39:6A:46:46:B0:44:1B:0F:A9
SHA256:
41:C9:23:86:6A:B4:CA:D6:B7:AD:57:80:81:58:2E:02:07:97:A6:CB:DF:4F:FF:78:CE:83:96:B3:89:37:D7:F5

616

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
クライアント証明書
Alias name: mozillacert35.pem
SHA1: 2A:C8:D5:8B:57:CE:BF:2F:49:AF:F2:FC:76:8F:51:14:62:90:7A:41
SHA256:
92:BF:51:19:AB:EC:CA:D0:B1:33:2D:C4:E1:D0:5F:BA:75:B5:67:90:44:EE:0C:A2:6E:93:1F:74:4F:2F:33:CF
Alias name: mozillacert36.pem
SHA1: 23:88:C9:D3:71:CC:9E:96:3D:FF:7D:3C:A7:CE:FC:D6:25:EC:19:0D
SHA256:
32:7A:3D:76:1A:BA:DE:A0:34:EB:99:84:06:27:5C:B1:A4:77:6E:FD:AE:2F:DF:6D:01:68:EA:1C:4F:55:67:D0
Alias name: mozillacert37.pem
SHA1: B1:2E:13:63:45:86:A4:6F:1A:B2:60:68:37:58:2D:C4:AC:FD:94:97
SHA256:
E3:B6:A2:DB:2E:D7:CE:48:84:2F:7A:C5:32:41:C7:B7:1D:54:14:4B:FB:40:C1:1F:3F:1D:0B:42:F5:EE:A1:2D
Alias name: mozillacert38.pem
SHA1: CB:A1:C5:F8:B0:E3:5E:B8:B9:45:12:D3:F9:34:A2:E9:06:10:D3:36
SHA256:
A6:C5:1E:0D:A5:CA:0A:93:09:D2:E4:C0:E4:0C:2A:F9:10:7A:AE:82:03:85:7F:E1:98:E3:E7:69:E3:43:08:5C
Alias name: mozillacert39.pem
SHA1: AE:50:83:ED:7C:F4:5C:BC:8F:61:C6:21:FE:68:5D:79:42:21:15:6E
SHA256:
E6:B8:F8:76:64:85:F8:07:AE:7F:8D:AC:16:70:46:1F:07:C0:A1:3E:EF:3A:1F:F7:17:53:8D:7A:BA:D3:91:B4
Alias name: mozillacert4.pem
SHA1: E3:92:51:2F:0A:CF:F5:05:DF:F6:DE:06:7F:75:37:E1:65:EA:57:4B
SHA256:
0B:5E:ED:4E:84:64:03:CF:55:E0:65:84:84:40:ED:2A:82:75:8B:F5:B9:AA:1F:25:3D:46:13:CF:A0:80:FF:3F
Alias name: mozillacert40.pem
SHA1: 80:25:EF:F4:6E:70:C8:D4:72:24:65:84:FE:40:3B:8A:8D:6A:DB:F5
SHA256:
8D:A0:84:FC:F9:9C:E0:77:22:F8:9B:32:05:93:98:06:FA:5C:B8:11:E1:C8:13:F6:A1:08:C7:D3:36:B3:40:8E
Alias name: mozillacert41.pem
SHA1: 6B:2F:34:AD:89:58:BE:62:FD:B0:6B:5C:CE:BB:9D:D9:4F:4E:39:F3
SHA256:
EB:F3:C0:2A:87:89:B1:FB:7D:51:19:95:D6:63:B7:29:06:D9:13:CE:0D:5E:10:56:8A:8A:77:E2:58:61:67:E7
Alias name: mozillacert42.pem
SHA1: 85:A4:08:C0:9C:19:3E:5D:51:58:7D:CD:D6:13:30:FD:8C:DE:37:BF
SHA256:
B6:19:1A:50:D0:C3:97:7F:7D:A9:9B:CD:AA:C8:6A:22:7D:AE:B9:67:9E:C7:0B:A3:B0:C9:D9:22:71:C1:70:D3
Alias name: mozillacert43.pem
SHA1: F9:CD:0E:2C:DA:76:24:C1:8F:BD:F0:F0:AB:B6:45:B8:F7:FE:D5:7A
SHA256:
50:79:41:C7:44:60:A0:B4:70:86:22:0D:4E:99:32:57:2A:B5:D1:B5:BB:CB:89:80:AB:1C:B1:76:51:A8:44:D2
Alias name: mozillacert44.pem
SHA1: 5F:43:E5:B1:BF:F8:78:8C:AC:1C:C7:CA:4A:9A:C6:22:2B:CC:34:C6
SHA256:
96:0A:DF:00:63:E9:63:56:75:0C:29:65:DD:0A:08:67:DA:0B:9C:BD:6E:77:71:4A:EA:FB:23:49:AB:39:3D:A3
Alias name: mozillacert45.pem
SHA1: 67:65:0D:F1:7E:8E:7E:5B:82:40:A4:F4:56:4B:CF:E2:3D:69:C6:F0
SHA256:
C0:A6:F4:DC:63:A2:4B:FD:CF:54:EF:2A:6A:08:2A:0A:72:DE:35:80:3E:2F:F5:FF:52:7A:E5:D8:72:06:DF:D5
Alias name: mozillacert46.pem
SHA1: 40:9D:4B:D9:17:B5:5C:27:B6:9B:64:CB:98:22:44:0D:CD:09:B8:89
SHA256:
EC:C3:E9:C3:40:75:03:BE:E0:91:AA:95:2F:41:34:8F:F8:8B:AA:86:3B:22:64:BE:FA:C8:07:90:15:74:E9:39
Alias name: mozillacert47.pem
SHA1: 1B:4B:39:61:26:27:6B:64:91:A2:68:6D:D7:02:43:21:2D:1F:1D:96
SHA256:
E4:C7:34:30:D7:A5:B5:09:25:DF:43:37:0A:0D:21:6E:9A:79:B9:D6:DB:83:73:A0:C6:9E:B1:CC:31:C7:C5:2A
Alias name: mozillacert48.pem
SHA1: A0:A1:AB:90:C9:FC:84:7B:3B:12:61:E8:97:7D:5F:D3:22:61:D3:CC
SHA256:
0F:4E:9C:DD:26:4B:02:55:50:D1:70:80:63:40:21:4F:E9:44:34:C9:B0:2F:69:7E:C7:10:FC:5F:EA:FB:5E:38
Alias name: mozillacert49.pem
SHA1: 61:57:3A:11:DF:0E:D8:7E:D5:92:65:22:EA:D0:56:D7:44:B3:23:71
SHA256:
B7:B1:2B:17:1F:82:1D:AA:99:0C:D0:FE:50:87:B1:28:44:8B:A8:E5:18:4F:84:C5:1E:02:B5:C8:FB:96:2B:24
Alias name: mozillacert5.pem
SHA1: B8:01:86:D1:EB:9C:86:A5:41:04:CF:30:54:F3:4C:52:B7:E5:58:C6
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SHA256:
CE:CD:DC:90:50:99:D8:DA:DF:C5:B1:D2:09:B7:37:CB:E2:C1:8C:FB:2C:10:C0:FF:0B:CF:0D:32:86:FC:1A:A2
Alias name: mozillacert50.pem
SHA1: 8C:96:BA:EB:DD:2B:07:07:48:EE:30:32:66:A0:F3:98:6E:7C:AE:58
SHA256:
35:AE:5B:DD:D8:F7:AE:63:5C:FF:BA:56:82:A8:F0:0B:95:F4:84:62:C7:10:8E:E9:A0:E5:29:2B:07:4A:AF:B2
Alias name: mozillacert51.pem
SHA1: FA:B7:EE:36:97:26:62:FB:2D:B0:2A:F6:BF:03:FD:E8:7C:4B:2F:9B
SHA256:
EA:A9:62:C4:FA:4A:6B:AF:EB:E4:15:19:6D:35:1C:CD:88:8D:4F:53:F3:FA:8A:E6:D7:C4:66:A9:4E:60:42:BB
Alias name: mozillacert52.pem
SHA1: 8B:AF:4C:9B:1D:F0:2A:92:F7:DA:12:8E:B9:1B:AC:F4:98:60:4B:6F
SHA256:
E2:83:93:77:3D:A8:45:A6:79:F2:08:0C:C7:FB:44:A3:B7:A1:C3:79:2C:B7:EB:77:29:FD:CB:6A:8D:99:AE:A7
Alias name: mozillacert53.pem
SHA1: 7F:8A:B0:CF:D0:51:87:6A:66:F3:36:0F:47:C8:8D:8C:D3:35:FC:74
SHA256:
2D:47:43:7D:E1:79:51:21:5A:12:F3:C5:8E:51:C7:29:A5:80:26:EF:1F:CC:0A:5F:B3:D9:DC:01:2F:60:0D:19
Alias name: mozillacert54.pem
SHA1: 03:9E:ED:B8:0B:E7:A0:3C:69:53:89:3B:20:D2:D9:32:3A:4C:2A:FD
SHA256:
B4:78:B8:12:25:0D:F8:78:63:5C:2A:A7:EC:7D:15:5E:AA:62:5E:E8:29:16:E2:CD:29:43:61:88:6C:D1:FB:D4
Alias name: mozillacert55.pem
SHA1: AA:DB:BC:22:23:8F:C4:01:A1:27:BB:38:DD:F4:1D:DB:08:9E:F0:12
SHA256:
A4:31:0D:50:AF:18:A6:44:71:90:37:2A:86:AF:AF:8B:95:1F:FB:43:1D:83:7F:1E:56:88:B4:59:71:ED:15:57
Alias name: mozillacert56.pem
SHA1: F1:8B:53:8D:1B:E9:03:B6:A6:F0:56:43:5B:17:15:89:CA:F3:6B:F2
SHA256:
4B:03:F4:58:07:AD:70:F2:1B:FC:2C:AE:71:C9:FD:E4:60:4C:06:4C:F5:FF:B6:86:BA:E5:DB:AA:D7:FD:D3:4C
Alias name: mozillacert57.pem
SHA1: D6:DA:A8:20:8D:09:D2:15:4D:24:B5:2F:CB:34:6E:B2:58:B2:8A:58
SHA256:
F9:E6:7D:33:6C:51:00:2A:C0:54:C6:32:02:2D:66:DD:A2:E7:E3:FF:F1:0A:D0:61:ED:31:D8:BB:B4:10:CF:B2
Alias name: mozillacert58.pem
SHA1: 8D:17:84:D5:37:F3:03:7D:EC:70:FE:57:8B:51:9A:99:E6:10:D7:B0
SHA256:
5E:DB:7A:C4:3B:82:A0:6A:87:61:E8:D7:BE:49:79:EB:F2:61:1F:7D:D7:9B:F9:1C:1C:6B:56:6A:21:9E:D7:66
Alias name: mozillacert59.pem
SHA1: 36:79:CA:35:66:87:72:30:4D:30:A5:FB:87:3B:0F:A7:7B:B7:0D:54
SHA256:
23:99:56:11:27:A5:71:25:DE:8C:EF:EA:61:0D:DF:2F:A0:78:B5:C8:06:7F:4E:82:82:90:BF:B8:60:E8:4B:3C
Alias name: mozillacert6.pem
SHA1: 27:96:BA:E6:3F:18:01:E2:77:26:1B:A0:D7:77:70:02:8F:20:EE:E4
SHA256:
C3:84:6B:F2:4B:9E:93:CA:64:27:4C:0E:C6:7C:1E:CC:5E:02:4F:FC:AC:D2:D7:40:19:35:0E:81:FE:54:6A:E4
Alias name: mozillacert60.pem
SHA1: 3B:C4:9F:48:F8:F3:73:A0:9C:1E:BD:F8:5B:B1:C3:65:C7:D8:11:B3
SHA256:
BF:0F:EE:FB:9E:3A:58:1A:D5:F9:E9:DB:75:89:98:57:43:D2:61:08:5C:4D:31:4F:6F:5D:72:59:AA:42:16:12
Alias name: mozillacert61.pem
SHA1: E0:B4:32:2E:B2:F6:A5:68:B6:54:53:84:48:18:4A:50:36:87:43:84
SHA256:
03:95:0F:B4:9A:53:1F:3E:19:91:94:23:98:DF:A9:E0:EA:32:D7:BA:1C:DD:9B:C8:5D:B5:7E:D9:40:0B:43:4A
Alias name: mozillacert62.pem
SHA1: A1:DB:63:93:91:6F:17:E4:18:55:09:40:04:15:C7:02:40:B0:AE:6B
SHA256:
A4:B6:B3:99:6F:C2:F3:06:B3:FD:86:81:BD:63:41:3D:8C:50:09:CC:4F:A3:29:C2:CC:F0:E2:FA:1B:14:03:05
Alias name: mozillacert63.pem
SHA1: 89:DF:74:FE:5C:F4:0F:4A:80:F9:E3:37:7D:54:DA:91:E1:01:31:8E
SHA256:
3C:5F:81:FE:A5:FA:B8:2C:64:BF:A2:EA:EC:AF:CD:E8:E0:77:FC:86:20:A7:CA:E5:37:16:3D:F3:6E:DB:F3:78
Alias name: mozillacert64.pem
SHA1: 62:7F:8D:78:27:65:63:99:D2:7D:7F:90:44:C9:FE:B3:F3:3E:FA:9A
SHA256:
AB:70:36:36:5C:71:54:AA:29:C2:C2:9F:5D:41:91:16:3B:16:2A:22:25:01:13:57:D5:6D:07:FF:A7:BC:1F:72
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Alias name: mozillacert65.pem
SHA1: 69:BD:8C:F4:9C:D3:00:FB:59:2E:17:93:CA:55:6A:F3:EC:AA:35:FB
SHA256:
BC:23:F9:8A:31:3C:B9:2D:E3:BB:FC:3A:5A:9F:44:61:AC:39:49:4C:4A:E1:5A:9E:9D:F1:31:E9:9B:73:01:9A
Alias name: mozillacert66.pem
SHA1: DD:E1:D2:A9:01:80:2E:1D:87:5E:84:B3:80:7E:4B:B1:FD:99:41:34
SHA256:
E6:09:07:84:65:A4:19:78:0C:B6:AC:4C:1C:0B:FB:46:53:D9:D9:CC:6E:B3:94:6E:B7:F3:D6:99:97:BA:D5:98
Alias name: mozillacert67.pem
SHA1: D6:9B:56:11:48:F0:1C:77:C5:45:78:C1:09:26:DF:5B:85:69:76:AD
SHA256:
CB:B5:22:D7:B7:F1:27:AD:6A:01:13:86:5B:DF:1C:D4:10:2E:7D:07:59:AF:63:5A:7C:F4:72:0D:C9:63:C5:3B
Alias name: mozillacert68.pem
SHA1: AE:C5:FB:3F:C8:E1:BF:C4:E5:4F:03:07:5A:9A:E8:00:B7:F7:B6:FA
SHA256:
04:04:80:28:BF:1F:28:64:D4:8F:9A:D4:D8:32:94:36:6A:82:88:56:55:3F:3B:14:30:3F:90:14:7F:5D:40:EF
Alias name: mozillacert69.pem
SHA1: 2F:78:3D:25:52:18:A7:4A:65:39:71:B5:2C:A2:9C:45:15:6F:E9:19
SHA256:
25:30:CC:8E:98:32:15:02:BA:D9:6F:9B:1F:BA:1B:09:9E:2D:29:9E:0F:45:48:BB:91:4F:36:3B:C0:D4:53:1F
Alias name: mozillacert7.pem
SHA1: AD:7E:1C:28:B0:64:EF:8F:60:03:40:20:14:C3:D0:E3:37:0E:B5:8A
SHA256:
14:65:FA:20:53:97:B8:76:FA:A6:F0:A9:95:8E:55:90:E4:0F:CC:7F:AA:4F:B7:C2:C8:67:75:21:FB:5F:B6:58
Alias name: mozillacert70.pem
SHA1: 78:6A:74:AC:76:AB:14:7F:9C:6A:30:50:BA:9E:A8:7E:FE:9A:CE:3C
SHA256:
06:3E:4A:FA:C4:91:DF:D3:32:F3:08:9B:85:42:E9:46:17:D8:93:D7:FE:94:4E:10:A7:93:7E:E2:9D:96:93:C0
Alias name: mozillacert71.pem
SHA1: 4A:BD:EE:EC:95:0D:35:9C:89:AE:C7:52:A1:2C:5B:29:F6:D6:AA:0C
SHA256:
13:63:35:43:93:34:A7:69:80:16:A0:D3:24:DE:72:28:4E:07:9D:7B:52:20:BB:8F:BD:74:78:16:EE:BE:BA:CA
Alias name: mozillacert72.pem
SHA1: 47:BE:AB:C9:22:EA:E8:0E:78:78:34:62:A7:9F:45:C2:54:FD:E6:8B
SHA256:
45:14:0B:32:47:EB:9C:C8:C5:B4:F0:D7:B5:30:91:F7:32:92:08:9E:6E:5A:63:E2:74:9D:D3:AC:A9:19:8E:DA
Alias name: mozillacert73.pem
SHA1: B5:1C:06:7C:EE:2B:0C:3D:F8:55:AB:2D:92:F4:FE:39:D4:E7:0F:0E
SHA256:
2C:E1:CB:0B:F9:D2:F9:E1:02:99:3F:BE:21:51:52:C3:B2:DD:0C:AB:DE:1C:68:E5:31:9B:83:91:54:DB:B7:F5
Alias name: mozillacert74.pem
SHA1: 92:5A:8F:8D:2C:6D:04:E0:66:5F:59:6A:FF:22:D8:63:E8:25:6F:3F
SHA256:
56:8D:69:05:A2:C8:87:08:A4:B3:02:51:90:ED:CF:ED:B1:97:4A:60:6A:13:C6:E5:29:0F:CB:2A:E6:3E:DA:B5
Alias name: mozillacert75.pem
SHA1: D2:32:09:AD:23:D3:14:23:21:74:E4:0D:7F:9D:62:13:97:86:63:3A
SHA256:
08:29:7A:40:47:DB:A2:36:80:C7:31:DB:6E:31:76:53:CA:78:48:E1:BE:BD:3A:0B:01:79:A7:07:F9:2C:F1:78
Alias name: mozillacert76.pem
SHA1: F9:B5:B6:32:45:5F:9C:BE:EC:57:5F:80:DC:E9:6E:2C:C7:B2:78:B7
SHA256:
03:76:AB:1D:54:C5:F9:80:3C:E4:B2:E2:01:A0:EE:7E:EF:7B:57:B6:36:E8:A9:3C:9B:8D:48:60:C9:6F:5F:A7
Alias name: mozillacert77.pem
SHA1: 13:2D:0D:45:53:4B:69:97:CD:B2:D5:C3:39:E2:55:76:60:9B:5C:C6
SHA256:
EB:04:CF:5E:B1:F3:9A:FA:76:2F:2B:B1:20:F2:96:CB:A5:20:C1:B9:7D:B1:58:95:65:B8:1C:B9:A1:7B:72:44
Alias name: mozillacert78.pem
SHA1: 29:36:21:02:8B:20:ED:02:F5:66:C5:32:D1:D6:ED:90:9F:45:00:2F
SHA256:
0A:81:EC:5A:92:97:77:F1:45:90:4A:F3:8D:5D:50:9F:66:B5:E2:C5:8F:CD:B5:31:05:8B:0E:17:F3:F0:B4:1B
Alias name: mozillacert79.pem
SHA1: D8:A6:33:2C:E0:03:6F:B1:85:F6:63:4F:7D:6A:06:65:26:32:28:27
SHA256:
70:A7:3F:7F:37:6B:60:07:42:48:90:45:34:B1:14:82:D5:BF:0E:69:8E:CC:49:8D:F5:25:77:EB:F2:E9:3B:9A
Alias name: mozillacert8.pem
SHA1: 3E:2B:F7:F2:03:1B:96:F3:8C:E6:C4:D8:A8:5D:3E:2D:58:47:6A:0F
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SHA256:
C7:66:A9:BE:F2:D4:07:1C:86:3A:31:AA:49:20:E8:13:B2:D1:98:60:8C:B7:B7:CF:E2:11:43:B8:36:DF:09:EA
Alias name: mozillacert80.pem
SHA1: B8:23:6B:00:2F:1D:16:86:53:01:55:6C:11:A4:37:CA:EB:FF:C3:BB
SHA256:
BD:71:FD:F6:DA:97:E4:CF:62:D1:64:7A:DD:25:81:B0:7D:79:AD:F8:39:7E:B4:EC:BA:9C:5E:84:88:82:14:23
Alias name: mozillacert81.pem
SHA1: 07:E0:32:E0:20:B7:2C:3F:19:2F:06:28:A2:59:3A:19:A7:0F:06:9E
SHA256:
5C:58:46:8D:55:F5:8E:49:7E:74:39:82:D2:B5:00:10:B6:D1:65:37:4A:CF:83:A7:D4:A3:2D:B7:68:C4:40:8E
Alias name: mozillacert82.pem
SHA1: 2E:14:DA:EC:28:F0:FA:1E:8E:38:9A:4E:AB:EB:26:C0:0A:D3:83:C3
SHA256:
FC:BF:E2:88:62:06:F7:2B:27:59:3C:8B:07:02:97:E1:2D:76:9E:D1:0E:D7:93:07:05:A8:09:8E:FF:C1:4D:17
Alias name: mozillacert83.pem
SHA1: A0:73:E5:C5:BD:43:61:0D:86:4C:21:13:0A:85:58:57:CC:9C:EA:46
SHA256:
8C:4E:DF:D0:43:48:F3:22:96:9E:7E:29:A4:CD:4D:CA:00:46:55:06:1C:16:E1:B0:76:42:2E:F3:42:AD:63:0E
Alias name: mozillacert84.pem
SHA1: D3:C0:63:F2:19:ED:07:3E:34:AD:5D:75:0B:32:76:29:FF:D5:9A:F2
SHA256:
79:3C:BF:45:59:B9:FD:E3:8A:B2:2D:F1:68:69:F6:98:81:AE:14:C4:B0:13:9A:C7:88:A7:8A:1A:FC:CA:02:FB
Alias name: mozillacert85.pem
SHA1: CF:9E:87:6D:D3:EB:FC:42:26:97:A3:B5:A3:7A:A0:76:A9:06:23:48
SHA256:
BF:D8:8F:E1:10:1C:41:AE:3E:80:1B:F8:BE:56:35:0E:E9:BA:D1:A6:B9:BD:51:5E:DC:5C:6D:5B:87:11:AC:44
Alias name: mozillacert86.pem
SHA1: 74:2C:31:92:E6:07:E4:24:EB:45:49:54:2B:E1:BB:C5:3E:61:74:E2
SHA256:
E7:68:56:34:EF:AC:F6:9A:CE:93:9A:6B:25:5B:7B:4F:AB:EF:42:93:5B:50:A2:65:AC:B5:CB:60:27:E4:4E:70
Alias name: mozillacert87.pem
SHA1: 5F:3B:8C:F2:F8:10:B3:7D:78:B4:CE:EC:19:19:C3:73:34:B9:C7:74
SHA256:
51:3B:2C:EC:B8:10:D4:CD:E5:DD:85:39:1A:DF:C6:C2:DD:60:D8:7B:B7:36:D2:B5:21:48:4A:A4:7A:0E:BE:F6
Alias name: mozillacert88.pem
SHA1: FE:45:65:9B:79:03:5B:98:A1:61:B5:51:2E:AC:DA:58:09:48:22:4D
SHA256:
BC:10:4F:15:A4:8B:E7:09:DC:A5:42:A7:E1:D4:B9:DF:6F:05:45:27:E8:02:EA:A9:2D:59:54:44:25:8A:FE:71
Alias name: mozillacert89.pem
SHA1: C8:EC:8C:87:92:69:CB:4B:AB:39:E9:8D:7E:57:67:F3:14:95:73:9D
SHA256:
E3:89:36:0D:0F:DB:AE:B3:D2:50:58:4B:47:30:31:4E:22:2F:39:C1:56:A0:20:14:4E:8D:96:05:61:79:15:06
Alias name: mozillacert9.pem
SHA1: F4:8B:11:BF:DE:AB:BE:94:54:20:71:E6:41:DE:6B:BE:88:2B:40:B9
SHA256:
76:00:29:5E:EF:E8:5B:9E:1F:D6:24:DB:76:06:2A:AA:AE:59:81:8A:54:D2:77:4C:D4:C0:B2:C0:11:31:E1:B3
Alias name: mozillacert90.pem
SHA1: F3:73:B3:87:06:5A:28:84:8A:F2:F3:4A:CE:19:2B:DD:C7:8E:9C:AC
SHA256:
55:92:60:84:EC:96:3A:64:B9:6E:2A:BE:01:CE:0B:A8:6A:64:FB:FE:BC:C7:AA:B5:AF:C1:55:B3:7F:D7:60:66
Alias name: mozillacert91.pem
SHA1: 3B:C0:38:0B:33:C3:F6:A6:0C:86:15:22:93:D9:DF:F5:4B:81:C0:04
SHA256:
C1:B4:82:99:AB:A5:20:8F:E9:63:0A:CE:55:CA:68:A0:3E:DA:5A:51:9C:88:02:A0:D3:A6:73:BE:8F:8E:55:7D
Alias name: mozillacert92.pem
SHA1: A3:F1:33:3F:E2:42:BF:CF:C5:D1:4E:8F:39:42:98:40:68:10:D1:A0
SHA256:
E1:78:90:EE:09:A3:FB:F4:F4:8B:9C:41:4A:17:D6:37:B7:A5:06:47:E9:BC:75:23:22:72:7F:CC:17:42:A9:11
Alias name: mozillacert93.pem
SHA1: 31:F1:FD:68:22:63:20:EE:C6:3B:3F:9D:EA:4A:3E:53:7C:7C:39:17
SHA256:
C7:BA:65:67:DE:93:A7:98:AE:1F:AA:79:1E:71:2D:37:8F:AE:1F:93:C4:39:7F:EA:44:1B:B7:CB:E6:FD:59:95
Alias name: mozillacert94.pem
SHA1: 49:0A:75:74:DE:87:0A:47:FE:58:EE:F6:C7:6B:EB:C6:0B:12:40:99
SHA256:
9A:11:40:25:19:7C:5B:B9:5D:94:E6:3D:55:CD:43:79:08:47:B6:46:B2:3C:DF:11:AD:A4:A0:0E:FF:15:FB:48
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Alias name: mozillacert95.pem
SHA1: DA:FA:F7:FA:66:84:EC:06:8F:14:50:BD:C7:C2:81:A5:BC:A9:64:57
SHA256:
ED:F7:EB:BC:A2:7A:2A:38:4D:38:7B:7D:40:10:C6:66:E2:ED:B4:84:3E:4C:29:B4:AE:1D:5B:93:32:E6:B2:4D
Alias name: mozillacert96.pem
SHA1: 55:A6:72:3E:CB:F2:EC:CD:C3:23:74:70:19:9D:2A:BE:11:E3:81:D1
SHA256:
FD:73:DA:D3:1C:64:4F:F1:B4:3B:EF:0C:CD:DA:96:71:0B:9C:D9:87:5E:CA:7E:31:70:7A:F3:E9:6D:52:2B:BD
Alias name: mozillacert97.pem
SHA1: 85:37:1C:A6:E5:50:14:3D:CE:28:03:47:1B:DE:3A:09:E8:F8:77:0F
SHA256:
83:CE:3C:12:29:68:8A:59:3D:48:5F:81:97:3C:0F:91:95:43:1E:DA:37:CC:5E:36:43:0E:79:C7:A8:88:63:8B
Alias name: mozillacert98.pem
SHA1: C9:A8:B9:E7:55:80:5E:58:E3:53:77:A7:25:EB:AF:C3:7B:27:CC:D7
SHA256:
3E:84:BA:43:42:90:85:16:E7:75:73:C0:99:2F:09:79:CA:08:4E:46:85:68:1F:F1:95:CC:BA:8A:22:9B:8A:76
Alias name: mozillacert99.pem
SHA1: F1:7F:6F:B6:31:DC:99:E3:A3:C8:7F:FE:1C:F1:81:10:88:D9:60:33
SHA256:
97:8C:D9:66:F2:FA:A0:7B:A7:AA:95:00:D9:C0:2E:9D:77:F2:CD:AD:A6:AD:6B:A7:4A:F4:B9:1C:66:59:3C:50
Alias name: netlockaranyclassgoldfotanusitvany
SHA1: 06:08:3F:59:3F:15:A1:04:A0:69:A4:6B:A9:03:D0:06:B7:97:09:91
SHA256:
6C:61:DA:C3:A2:DE:F0:31:50:6B:E0:36:D2:A6:FE:40:19:94:FB:D1:3D:F9:C8:D4:66:59:92:74:C4:46:EC:98
Alias name: networksolutionscertificateauthority
SHA1: 74:F8:A3:C3:EF:E7:B3:90:06:4B:83:90:3C:21:64:60:20:E5:DF:CE
SHA256:
15:F0:BA:00:A3:AC:7A:F3:AC:88:4C:07:2B:10:11:A0:77:BD:77:C0:97:F4:01:64:B2:F8:59:8A:BD:83:86:0C
Alias name: oistewisekeyglobalrootgaca
SHA1: 59:22:A1:E1:5A:EA:16:35:21:F8:98:39:6A:46:46:B0:44:1B:0F:A9
SHA256:
41:C9:23:86:6A:B4:CA:D6:B7:AD:57:80:81:58:2E:02:07:97:A6:CB:DF:4F:FF:78:CE:83:96:B3:89:37:D7:F5
Alias name: oistewisekeyglobalrootgbca
SHA1: 0F:F9:40:76:18:D3:D7:6A:4B:98:F0:A8:35:9E:0C:FD:27:AC:CC:ED
SHA256:
6B:9C:08:E8:6E:B0:F7:67:CF:AD:65:CD:98:B6:21:49:E5:49:4A:67:F5:84:5E:7B:D1:ED:01:9F:27:B8:6B:D6
Alias name: oistewisekeyglobalrootgcca
SHA1: E0:11:84:5E:34:DE:BE:88:81:B9:9C:F6:16:26:D1:96:1F:C3:B9:31
SHA256:
85:60:F9:1C:36:24:DA:BA:95:70:B5:FE:A0:DB:E3:6F:F1:1A:83:23:BE:94:86:85:4F:B3:F3:4A:55:71:19:8D
Alias name: quovadisrootca
SHA1: DE:3F:40:BD:50:93:D3:9B:6C:60:F6:DA:BC:07:62:01:00:89:76:C9
SHA256:
A4:5E:DE:3B:BB:F0:9C:8A:E1:5C:72:EF:C0:72:68:D6:93:A2:1C:99:6F:D5:1E:67:CA:07:94:60:FD:6D:88:73
Alias name: quovadisrootca1g3
SHA1: 1B:8E:EA:57:96:29:1A:C9:39:EA:B8:0A:81:1A:73:73:C0:93:79:67
SHA256:
8A:86:6F:D1:B2:76:B5:7E:57:8E:92:1C:65:82:8A:2B:ED:58:E9:F2:F2:88:05:41:34:B7:F1:F4:BF:C9:CC:74
Alias name: quovadisrootca2
SHA1: CA:3A:FB:CF:12:40:36:4B:44:B2:16:20:88:80:48:39:19:93:7C:F7
SHA256:
85:A0:DD:7D:D7:20:AD:B7:FF:05:F8:3D:54:2B:20:9D:C7:FF:45:28:F7:D6:77:B1:83:89:FE:A5:E5:C4:9E:86
Alias name: quovadisrootca2g3
SHA1: 09:3C:61:F3:8B:8B:DC:7D:55:DF:75:38:02:05:00:E1:25:F5:C8:36
SHA256:
8F:E4:FB:0A:F9:3A:4D:0D:67:DB:0B:EB:B2:3E:37:C7:1B:F3:25:DC:BC:DD:24:0E:A0:4D:AF:58:B4:7E:18:40
Alias name: quovadisrootca3
SHA1: 1F:49:14:F7:D8:74:95:1D:DD:AE:02:C0:BE:FD:3A:2D:82:75:51:85
SHA256:
18:F1:FC:7F:20:5D:F8:AD:DD:EB:7F:E0:07:DD:57:E3:AF:37:5A:9C:4D:8D:73:54:6B:F4:F1:FE:D1:E1:8D:35
Alias name: quovadisrootca3g3
SHA1: 48:12:BD:92:3C:A8:C4:39:06:E7:30:6D:27:96:E6:A4:CF:22:2E:7D
SHA256:
88:EF:81:DE:20:2E:B0:18:45:2E:43:F8:64:72:5C:EA:5F:BD:1F:C2:D9:D2:05:73:07:09:C5:D8:B8:69:0F:46
Alias name: secomevrootca1
SHA1: FE:B8:C4:32:DC:F9:76:9A:CE:AE:3D:D8:90:8F:FD:28:86:65:64:7D
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SHA256:
A2:2D:BA:68:1E:97:37:6E:2D:39:7D:72:8A:AE:3A:9B:62:96:B9:FD:BA:60:BC:2E:11:F6:47:F2:C6:75:FB:37
Alias name: secomscrootca1
SHA1: 36:B1:2B:49:F9:81:9E:D7:4C:9E:BC:38:0F:C6:56:8F:5D:AC:B2:F7
SHA256:
E7:5E:72:ED:9F:56:0E:EC:6E:B4:80:00:73:A4:3F:C3:AD:19:19:5A:39:22:82:01:78:95:97:4A:99:02:6B:6C
Alias name: secomscrootca2
SHA1: 5F:3B:8C:F2:F8:10:B3:7D:78:B4:CE:EC:19:19:C3:73:34:B9:C7:74
SHA256:
51:3B:2C:EC:B8:10:D4:CD:E5:DD:85:39:1A:DF:C6:C2:DD:60:D8:7B:B7:36:D2:B5:21:48:4A:A4:7A:0E:BE:F6
Alias name: secomvalicertclass1ca
SHA1: E5:DF:74:3C:B6:01:C4:9B:98:43:DC:AB:8C:E8:6A:81:10:9F:E4:8E
SHA256:
F4:C1:49:55:1A:30:13:A3:5B:C7:BF:FE:17:A7:F3:44:9B:C1:AB:5B:5A:0A:E7:4B:06:C2:3B:90:00:4C:01:04
Alias name: secureglobalca
SHA1: 3A:44:73:5A:E5:81:90:1F:24:86:61:46:1E:3B:9C:C4:5F:F5:3A:1B
SHA256:
42:00:F5:04:3A:C8:59:0E:BB:52:7D:20:9E:D1:50:30:29:FB:CB:D4:1C:A1:B5:06:EC:27:F1:5A:DE:7D:AC:69
Alias name: securesignrootca11
SHA1: 3B:C4:9F:48:F8:F3:73:A0:9C:1E:BD:F8:5B:B1:C3:65:C7:D8:11:B3
SHA256:
BF:0F:EE:FB:9E:3A:58:1A:D5:F9:E9:DB:75:89:98:57:43:D2:61:08:5C:4D:31:4F:6F:5D:72:59:AA:42:16:12
Alias name: securetrustca
SHA1: 87:82:C6:C3:04:35:3B:CF:D2:96:92:D2:59:3E:7D:44:D9:34:FF:11
SHA256:
F1:C1:B5:0A:E5:A2:0D:D8:03:0E:C9:F6:BC:24:82:3D:D3:67:B5:25:57:59:B4:E7:1B:61:FC:E9:F7:37:5D:73
Alias name: securitycommunicationrootca
SHA1: 36:B1:2B:49:F9:81:9E:D7:4C:9E:BC:38:0F:C6:56:8F:5D:AC:B2:F7
SHA256:
E7:5E:72:ED:9F:56:0E:EC:6E:B4:80:00:73:A4:3F:C3:AD:19:19:5A:39:22:82:01:78:95:97:4A:99:02:6B:6C
Alias name: securitycommunicationrootca2
SHA1: 5F:3B:8C:F2:F8:10:B3:7D:78:B4:CE:EC:19:19:C3:73:34:B9:C7:74
SHA256:
51:3B:2C:EC:B8:10:D4:CD:E5:DD:85:39:1A:DF:C6:C2:DD:60:D8:7B:B7:36:D2:B5:21:48:4A:A4:7A:0E:BE:F6
Alias name: soneraclass1ca
SHA1: 07:47:22:01:99:CE:74:B9:7C:B0:3D:79:B2:64:A2:C8:55:E9:33:FF
SHA256:
CD:80:82:84:CF:74:6F:F2:FD:6E:B5:8A:A1:D5:9C:4A:D4:B3:CA:56:FD:C6:27:4A:89:26:A7:83:5F:32:31:3D
Alias name: soneraclass2ca
SHA1: 37:F7:6D:E6:07:7C:90:C5:B1:3E:93:1A:B7:41:10:B4:F2:E4:9A:27
SHA256:
79:08:B4:03:14:C1:38:10:0B:51:8D:07:35:80:7F:FB:FC:F8:51:8A:00:95:33:71:05:BA:38:6B:15:3D:D9:27
Alias name: soneraclass2rootca
SHA1: 37:F7:6D:E6:07:7C:90:C5:B1:3E:93:1A:B7:41:10:B4:F2:E4:9A:27
SHA256:
79:08:B4:03:14:C1:38:10:0B:51:8D:07:35:80:7F:FB:FC:F8:51:8A:00:95:33:71:05:BA:38:6B:15:3D:D9:27
Alias name: sslcomevrootcertificationauthorityecc
SHA1: 4C:DD:51:A3:D1:F5:20:32:14:B0:C6:C5:32:23:03:91:C7:46:42:6D
SHA256:
22:A2:C1:F7:BD:ED:70:4C:C1:E7:01:B5:F4:08:C3:10:88:0F:E9:56:B5:DE:2A:4A:44:F9:9C:87:3A:25:A7:C8
Alias name: sslcomevrootcertificationauthorityrsar2
SHA1: 74:3A:F0:52:9B:D0:32:A0:F4:4A:83:CD:D4:BA:A9:7B:7C:2E:C4:9A
SHA256:
2E:7B:F1:6C:C2:24:85:A7:BB:E2:AA:86:96:75:07:61:B0:AE:39:BE:3B:2F:E9:D0:CC:6D:4E:F7:34:91:42:5C
Alias name: sslcomrootcertificationauthorityecc
SHA1: C3:19:7C:39:24:E6:54:AF:1B:C4:AB:20:95:7A:E2:C3:0E:13:02:6A
SHA256:
34:17:BB:06:CC:60:07:DA:1B:96:1C:92:0B:8A:B4:CE:3F:AD:82:0E:4A:A3:0B:9A:CB:C4:A7:4E:BD:CE:BC:65
Alias name: sslcomrootcertificationauthorityrsa
SHA1: B7:AB:33:08:D1:EA:44:77:BA:14:80:12:5A:6F:BD:A9:36:49:0C:BB
SHA256:
85:66:6A:56:2E:E0:BE:5C:E9:25:C1:D8:89:0A:6F:76:A8:7E:C1:6D:4D:7D:5F:29:EA:74:19:CF:20:12:3B:69
Alias name: staatdernederlandenevrootca
SHA1: 76:E2:7E:C1:4F:DB:82:C1:C0:A6:75:B5:05:BE:3D:29:B4:ED:DB:BB
SHA256:
4D:24:91:41:4C:FE:95:67:46:EC:4C:EF:A6:CF:6F:72:E2:8A:13:29:43:2F:9D:8A:90:7A:C4:CB:5D:AD:C1:5A
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Alias name: staatdernederlandenrootcag3
SHA1: D8:EB:6B:41:51:92:59:E0:F3:E7:85:00:C0:3D:B6:88:97:C9:EE:FC
SHA256:
3C:4F:B0:B9:5A:B8:B3:00:32:F4:32:B8:6F:53:5F:E1:72:C1:85:D0:FD:39:86:58:37:CF:36:18:7F:A6:F4:28
Alias name: starfieldclass2ca
SHA1: AD:7E:1C:28:B0:64:EF:8F:60:03:40:20:14:C3:D0:E3:37:0E:B5:8A
SHA256:
14:65:FA:20:53:97:B8:76:FA:A6:F0:A9:95:8E:55:90:E4:0F:CC:7F:AA:4F:B7:C2:C8:67:75:21:FB:5F:B6:58
Alias name: starfieldrootcertificateauthorityg2
SHA1: B5:1C:06:7C:EE:2B:0C:3D:F8:55:AB:2D:92:F4:FE:39:D4:E7:0F:0E
SHA256:
2C:E1:CB:0B:F9:D2:F9:E1:02:99:3F:BE:21:51:52:C3:B2:DD:0C:AB:DE:1C:68:E5:31:9B:83:91:54:DB:B7:F5
Alias name: starfieldrootg2ca
SHA1: B5:1C:06:7C:EE:2B:0C:3D:F8:55:AB:2D:92:F4:FE:39:D4:E7:0F:0E
SHA256:
2C:E1:CB:0B:F9:D2:F9:E1:02:99:3F:BE:21:51:52:C3:B2:DD:0C:AB:DE:1C:68:E5:31:9B:83:91:54:DB:B7:F5
Alias name: starfieldservicesrootcertificateauthorityg2
SHA1: 92:5A:8F:8D:2C:6D:04:E0:66:5F:59:6A:FF:22:D8:63:E8:25:6F:3F
SHA256:
56:8D:69:05:A2:C8:87:08:A4:B3:02:51:90:ED:CF:ED:B1:97:4A:60:6A:13:C6:E5:29:0F:CB:2A:E6:3E:DA:B5
Alias name: starfieldservicesrootg2ca
SHA1: 92:5A:8F:8D:2C:6D:04:E0:66:5F:59:6A:FF:22:D8:63:E8:25:6F:3F
SHA256:
56:8D:69:05:A2:C8:87:08:A4:B3:02:51:90:ED:CF:ED:B1:97:4A:60:6A:13:C6:E5:29:0F:CB:2A:E6:3E:DA:B5
Alias name: swisssigngoldcag2
SHA1: D8:C5:38:8A:B7:30:1B:1B:6E:D4:7A:E6:45:25:3A:6F:9F:1A:27:61
SHA256:
62:DD:0B:E9:B9:F5:0A:16:3E:A0:F8:E7:5C:05:3B:1E:CA:57:EA:55:C8:68:8F:64:7C:68:81:F2:C8:35:7B:95
Alias name: swisssigngoldg2ca
SHA1: D8:C5:38:8A:B7:30:1B:1B:6E:D4:7A:E6:45:25:3A:6F:9F:1A:27:61
SHA256:
62:DD:0B:E9:B9:F5:0A:16:3E:A0:F8:E7:5C:05:3B:1E:CA:57:EA:55:C8:68:8F:64:7C:68:81:F2:C8:35:7B:95
Alias name: swisssignplatinumg2ca
SHA1: 56:E0:FA:C0:3B:8F:18:23:55:18:E5:D3:11:CA:E8:C2:43:31:AB:66
SHA256:
3B:22:2E:56:67:11:E9:92:30:0D:C0:B1:5A:B9:47:3D:AF:DE:F8:C8:4D:0C:EF:7D:33:17:B4:C1:82:1D:14:36
Alias name: swisssignsilvercag2
SHA1: 9B:AA:E5:9F:56:EE:21:CB:43:5A:BE:25:93:DF:A7:F0:40:D1:1D:CB
SHA256:
BE:6C:4D:A2:BB:B9:BA:59:B6:F3:93:97:68:37:42:46:C3:C0:05:99:3F:A9:8F:02:0D:1D:ED:BE:D4:8A:81:D5
Alias name: swisssignsilverg2ca
SHA1: 9B:AA:E5:9F:56:EE:21:CB:43:5A:BE:25:93:DF:A7:F0:40:D1:1D:CB
SHA256:
BE:6C:4D:A2:BB:B9:BA:59:B6:F3:93:97:68:37:42:46:C3:C0:05:99:3F:A9:8F:02:0D:1D:ED:BE:D4:8A:81:D5
Alias name: szafirrootca2
SHA1: E2:52:FA:95:3F:ED:DB:24:60:BD:6E:28:F3:9C:CC:CF:5E:B3:3F:DE
SHA256:
A1:33:9D:33:28:1A:0B:56:E5:57:D3:D3:2B:1C:E7:F9:36:7E:B0:94:BD:5F:A7:2A:7E:50:04:C8:DE:D7:CA:FE
Alias name: teliasonerarootcav1
SHA1: 43:13:BB:96:F1:D5:86:9B:C1:4E:6A:92:F6:CF:F6:34:69:87:82:37
SHA256:
DD:69:36:FE:21:F8:F0:77:C1:23:A1:A5:21:C1:22:24:F7:22:55:B7:3E:03:A7:26:06:93:E8:A2:4B:0F:A3:89
Alias name: thawtepersonalfreemailca
SHA1: E6:18:83:AE:84:CA:C1:C1:CD:52:AD:E8:E9:25:2B:45:A6:4F:B7:E2
SHA256:
5B:38:BD:12:9E:83:D5:A0:CA:D2:39:21:08:94:90:D5:0D:4A:AE:37:04:28:F8:DD:FF:FF:FA:4C:15:64:E1:84
Alias name: thawtepremiumserverca
SHA1: E0:AB:05:94:20:72:54:93:05:60:62:02:36:70:F7:CD:2E:FC:66:66
SHA256:
3F:9F:27:D5:83:20:4B:9E:09:C8:A3:D2:06:6C:4B:57:D3:A2:47:9C:36:93:65:08:80:50:56:98:10:5D:BC:E9
Alias name: thawteprimaryrootca
SHA1: 91:C6:D6:EE:3E:8A:C8:63:84:E5:48:C2:99:29:5C:75:6C:81:7B:81
SHA256:
8D:72:2F:81:A9:C1:13:C0:79:1D:F1:36:A2:96:6D:B2:6C:95:0A:97:1D:B4:6B:41:99:F4:EA:54:B7:8B:FB:9F
Alias name: thawteprimaryrootcag2
SHA1: AA:DB:BC:22:23:8F:C4:01:A1:27:BB:38:DD:F4:1D:DB:08:9E:F0:12
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SHA256:
A4:31:0D:50:AF:18:A6:44:71:90:37:2A:86:AF:AF:8B:95:1F:FB:43:1D:83:7F:1E:56:88:B4:59:71:ED:15:57
Alias name: thawteprimaryrootcag3
SHA1: F1:8B:53:8D:1B:E9:03:B6:A6:F0:56:43:5B:17:15:89:CA:F3:6B:F2
SHA256:
4B:03:F4:58:07:AD:70:F2:1B:FC:2C:AE:71:C9:FD:E4:60:4C:06:4C:F5:FF:B6:86:BA:E5:DB:AA:D7:FD:D3:4C
Alias name: thawteserverca
SHA1: 9F:AD:91:A6:CE:6A:C6:C5:00:47:C4:4E:C9:D4:A5:0D:92:D8:49:79
SHA256:
87:C6:78:BF:B8:B2:5F:38:F7:E9:7B:33:69:56:BB:CF:14:4B:BA:CA:A5:36:47:E6:1A:23:25:BC:10:55:31:6B
Alias name: trustcenterclass2caii
SHA1: AE:50:83:ED:7C:F4:5C:BC:8F:61:C6:21:FE:68:5D:79:42:21:15:6E
SHA256:
E6:B8:F8:76:64:85:F8:07:AE:7F:8D:AC:16:70:46:1F:07:C0:A1:3E:EF:3A:1F:F7:17:53:8D:7A:BA:D3:91:B4
Alias name: trustcenterclass4caii
SHA1: A6:9A:91:FD:05:7F:13:6A:42:63:0B:B1:76:0D:2D:51:12:0C:16:50
SHA256:
32:66:96:7E:59:CD:68:00:8D:9D:D3:20:81:11:85:C7:04:20:5E:8D:95:FD:D8:4F:1C:7B:31:1E:67:04:FC:32
Alias name: trustcenteruniversalcai
SHA1: 6B:2F:34:AD:89:58:BE:62:FD:B0:6B:5C:CE:BB:9D:D9:4F:4E:39:F3
SHA256:
EB:F3:C0:2A:87:89:B1:FB:7D:51:19:95:D6:63:B7:29:06:D9:13:CE:0D:5E:10:56:8A:8A:77:E2:58:61:67:E7
Alias name: trustcoreca1
SHA1: 58:D1:DF:95:95:67:6B:63:C0:F0:5B:1C:17:4D:8B:84:0B:C8:78:BD
SHA256:
5A:88:5D:B1:9C:01:D9:12:C5:75:93:88:93:8C:AF:BB:DF:03:1A:B2:D4:8E:91:EE:15:58:9B:42:97:1D:03:9C
Alias name: trustcorrootcertca1
SHA1: FF:BD:CD:E7:82:C8:43:5E:3C:6F:26:86:5C:CA:A8:3A:45:5B:C3:0A
SHA256:
D4:0E:9C:86:CD:8F:E4:68:C1:77:69:59:F4:9E:A7:74:FA:54:86:84:B6:C4:06:F3:90:92:61:F4:DC:E2:57:5C
Alias name: trustcorrootcertca2
SHA1: B8:BE:6D:CB:56:F1:55:B9:63:D4:12:CA:4E:06:34:C7:94:B2:1C:C0
SHA256:
07:53:E9:40:37:8C:1B:D5:E3:83:6E:39:5D:AE:A5:CB:83:9E:50:46:F1:BD:0E:AE:19:51:CF:10:FE:C7:C9:65
Alias name: trustisfpsrootca
SHA1: 3B:C0:38:0B:33:C3:F6:A6:0C:86:15:22:93:D9:DF:F5:4B:81:C0:04
SHA256:
C1:B4:82:99:AB:A5:20:8F:E9:63:0A:CE:55:CA:68:A0:3E:DA:5A:51:9C:88:02:A0:D3:A6:73:BE:8F:8E:55:7D
Alias name: ttelesecglobalrootclass2
SHA1: 59:0D:2D:7D:88:4F:40:2E:61:7E:A5:62:32:17:65:CF:17:D8:94:E9
SHA256:
91:E2:F5:78:8D:58:10:EB:A7:BA:58:73:7D:E1:54:8A:8E:CA:CD:01:45:98:BC:0B:14:3E:04:1B:17:05:25:52
Alias name: ttelesecglobalrootclass2ca
SHA1: 59:0D:2D:7D:88:4F:40:2E:61:7E:A5:62:32:17:65:CF:17:D8:94:E9
SHA256:
91:E2:F5:78:8D:58:10:EB:A7:BA:58:73:7D:E1:54:8A:8E:CA:CD:01:45:98:BC:0B:14:3E:04:1B:17:05:25:52
Alias name: ttelesecglobalrootclass3
SHA1: 55:A6:72:3E:CB:F2:EC:CD:C3:23:74:70:19:9D:2A:BE:11:E3:81:D1
SHA256:
FD:73:DA:D3:1C:64:4F:F1:B4:3B:EF:0C:CD:DA:96:71:0B:9C:D9:87:5E:CA:7E:31:70:7A:F3:E9:6D:52:2B:BD
Alias name: ttelesecglobalrootclass3ca
SHA1: 55:A6:72:3E:CB:F2:EC:CD:C3:23:74:70:19:9D:2A:BE:11:E3:81:D1
SHA256:
FD:73:DA:D3:1C:64:4F:F1:B4:3B:EF:0C:CD:DA:96:71:0B:9C:D9:87:5E:CA:7E:31:70:7A:F3:E9:6D:52:2B:BD
Alias name: tubitakkamusmsslkoksertifikasisurum1
SHA1: 31:43:64:9B:EC:CE:27:EC:ED:3A:3F:0B:8F:0D:E4:E8:91:DD:EE:CA
SHA256:
46:ED:C3:68:90:46:D5:3A:45:3F:B3:10:4A:B8:0D:CA:EC:65:8B:26:60:EA:16:29:DD:7E:86:79:90:64:87:16
Alias name: twcaglobalrootca
SHA1: 9C:BB:48:53:F6:A4:F6:D3:52:A4:E8:32:52:55:60:13:F5:AD:AF:65
SHA256:
59:76:90:07:F7:68:5D:0F:CD:50:87:2F:9F:95:D5:75:5A:5B:2B:45:7D:81:F3:69:2B:61:0A:98:67:2F:0E:1B
Alias name: twcarootcertificationauthority
SHA1: CF:9E:87:6D:D3:EB:FC:42:26:97:A3:B5:A3:7A:A0:76:A9:06:23:48
SHA256:
BF:D8:8F:E1:10:1C:41:AE:3E:80:1B:F8:BE:56:35:0E:E9:BA:D1:A6:B9:BD:51:5E:DC:5C:6D:5B:87:11:AC:44
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Alias name: ucaextendedvalidationroot
SHA1: A3:A1:B0:6F:24:61:23:4A:E3:36:A5:C2:37:FC:A6:FF:DD:F0:D7:3A
SHA256:
D4:3A:F9:B3:54:73:75:5C:96:84:FC:06:D7:D8:CB:70:EE:5C:28:E7:73:FB:29:4E:B4:1E:E7:17:22:92:4D:24
Alias name: ucaglobalg2root
SHA1: 28:F9:78:16:19:7A:FF:18:25:18:AA:44:FE:C1:A0:CE:5C:B6:4C:8A
SHA256:
9B:EA:11:C9:76:FE:01:47:64:C1:BE:56:A6:F9:14:B5:A5:60:31:7A:BD:99:88:39:33:82:E5:16:1A:A0:49:3C
Alias name: usertrustecc
SHA1: D1:CB:CA:5D:B2:D5:2A:7F:69:3B:67:4D:E5:F0:5A:1D:0C:95:7D:F0
SHA256:
4F:F4:60:D5:4B:9C:86:DA:BF:BC:FC:57:12:E0:40:0D:2B:ED:3F:BC:4D:4F:BD:AA:86:E0:6A:DC:D2:A9:AD:7A
Alias name: usertrustecccertificationauthority
SHA1: D1:CB:CA:5D:B2:D5:2A:7F:69:3B:67:4D:E5:F0:5A:1D:0C:95:7D:F0
SHA256:
4F:F4:60:D5:4B:9C:86:DA:BF:BC:FC:57:12:E0:40:0D:2B:ED:3F:BC:4D:4F:BD:AA:86:E0:6A:DC:D2:A9:AD:7A
Alias name: usertrustrsa
SHA1: 2B:8F:1B:57:33:0D:BB:A2:D0:7A:6C:51:F7:0E:E9:0D:DA:B9:AD:8E
SHA256:
E7:93:C9:B0:2F:D8:AA:13:E2:1C:31:22:8A:CC:B0:81:19:64:3B:74:9C:89:89:64:B1:74:6D:46:C3:D4:CB:D2
Alias name: usertrustrsacertificationauthority
SHA1: 2B:8F:1B:57:33:0D:BB:A2:D0:7A:6C:51:F7:0E:E9:0D:DA:B9:AD:8E
SHA256:
E7:93:C9:B0:2F:D8:AA:13:E2:1C:31:22:8A:CC:B0:81:19:64:3B:74:9C:89:89:64:B1:74:6D:46:C3:D4:CB:D2
Alias name: utndatacorpsgcca
SHA1: 58:11:9F:0E:12:82:87:EA:50:FD:D9:87:45:6F:4F:78:DC:FA:D6:D4
SHA256:
85:FB:2F:91:DD:12:27:5A:01:45:B6:36:53:4F:84:02:4A:D6:8B:69:B8:EE:88:68:4F:F7:11:37:58:05:B3:48
Alias name: utnuserfirstclientauthemailca
SHA1: B1:72:B1:A5:6D:95:F9:1F:E5:02:87:E1:4D:37:EA:6A:44:63:76:8A
SHA256:
43:F2:57:41:2D:44:0D:62:74:76:97:4F:87:7D:A8:F1:FC:24:44:56:5A:36:7A:E6:0E:DD:C2:7A:41:25:31:AE
Alias name: utnuserfirsthardwareca
SHA1: 04:83:ED:33:99:AC:36:08:05:87:22:ED:BC:5E:46:00:E3:BE:F9:D7
SHA256:
6E:A5:47:41:D0:04:66:7E:ED:1B:48:16:63:4A:A3:A7:9E:6E:4B:96:95:0F:82:79:DA:FC:8D:9B:D8:81:21:37
Alias name: utnuserfirstobjectca
SHA1: E1:2D:FB:4B:41:D7:D9:C3:2B:30:51:4B:AC:1D:81:D8:38:5E:2D:46
SHA256:
6F:FF:78:E4:00:A7:0C:11:01:1C:D8:59:77:C4:59:FB:5A:F9:6A:3D:F0:54:08:20:D0:F4:B8:60:78:75:E5:8F
Alias name: valicertclass2ca
SHA1: 31:7A:2A:D0:7F:2B:33:5E:F5:A1:C3:4E:4B:57:E8:B7:D8:F1:FC:A6
SHA256:
58:D0:17:27:9C:D4:DC:63:AB:DD:B1:96:A6:C9:90:6C:30:C4:E0:87:83:EA:E8:C1:60:99:54:D6:93:55:59:6B
Alias name: verisignc1g1.pem
SHA1: 90:AE:A2:69:85:FF:14:80:4C:43:49:52:EC:E9:60:84:77:AF:55:6F
SHA256:
D1:7C:D8:EC:D5:86:B7:12:23:8A:48:2C:E4:6F:A5:29:39:70:74:2F:27:6D:8A:B6:A9:E4:6E:E0:28:8F:33:55
Alias name: verisignc1g2.pem
SHA1: 27:3E:E1:24:57:FD:C4:F9:0C:55:E8:2B:56:16:7F:62:F5:32:E5:47
SHA256:
34:1D:E9:8B:13:92:AB:F7:F4:AB:90:A9:60:CF:25:D4:BD:6E:C6:5B:9A:51:CE:6E:D0:67:D0:0E:C7:CE:9B:7F
Alias name: verisignc1g3.pem
SHA1: 20:42:85:DC:F7:EB:76:41:95:57:8E:13:6B:D4:B7:D1:E9:8E:46:A5
SHA256:
CB:B5:AF:18:5E:94:2A:24:02:F9:EA:CB:C0:ED:5B:B8:76:EE:A3:C1:22:36:23:D0:04:47:E4:F3:BA:55:4B:65
Alias name: verisignc1g6.pem
SHA1: 51:7F:61:1E:29:91:6B:53:82:FB:72:E7:44:D9:8D:C3:CC:53:6D:64
SHA256:
9D:19:0B:2E:31:45:66:68:5B:E8:A8:89:E2:7A:A8:C7:D7:AE:1D:8A:AD:DB:A3:C1:EC:F9:D2:48:63:CD:34:B9
Alias name: verisignc2g1.pem
SHA1: 67:82:AA:E0:ED:EE:E2:1A:58:39:D3:C0:CD:14:68:0A:4F:60:14:2A
SHA256:
BD:46:9F:F4:5F:AA:E7:C5:4C:CB:D6:9D:3F:3B:00:22:55:D9:B0:6B:10:B1:D0:FA:38:8B:F9:6B:91:8B:2C:E9
Alias name: verisignc2g2.pem
SHA1: B3:EA:C4:47:76:C9:C8:1C:EA:F2:9D:95:B6:CC:A0:08:1B:67:EC:9D
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SHA256:
3A:43:E2:20:FE:7F:3E:A9:65:3D:1E:21:74:2E:AC:2B:75:C2:0F:D8:98:03:05:BC:50:2C:AF:8C:2D:9B:41:A1
Alias name: verisignc2g3.pem
SHA1: 61:EF:43:D7:7F:CA:D4:61:51:BC:98:E0:C3:59:12:AF:9F:EB:63:11
SHA256:
92:A9:D9:83:3F:E1:94:4D:B3:66:E8:BF:AE:7A:95:B6:48:0C:2D:6C:6C:2A:1B:E6:5D:42:36:B6:08:FC:A1:BB
Alias name: verisignc2g6.pem
SHA1: 40:B3:31:A0:E9:BF:E8:55:BC:39:93:CA:70:4F:4E:C2:51:D4:1D:8F
SHA256:
CB:62:7D:18:B5:8A:D5:6D:DE:33:1A:30:45:6B:C6:5C:60:1A:4E:9B:18:DE:DC:EA:08:E7:DA:AA:07:81:5F:F0
Alias name: verisignc3g1.pem
SHA1: A1:DB:63:93:91:6F:17:E4:18:55:09:40:04:15:C7:02:40:B0:AE:6B
SHA256:
A4:B6:B3:99:6F:C2:F3:06:B3:FD:86:81:BD:63:41:3D:8C:50:09:CC:4F:A3:29:C2:CC:F0:E2:FA:1B:14:03:05
Alias name: verisignc3g2.pem
SHA1: 85:37:1C:A6:E5:50:14:3D:CE:28:03:47:1B:DE:3A:09:E8:F8:77:0F
SHA256:
83:CE:3C:12:29:68:8A:59:3D:48:5F:81:97:3C:0F:91:95:43:1E:DA:37:CC:5E:36:43:0E:79:C7:A8:88:63:8B
Alias name: verisignc3g3.pem
SHA1: 13:2D:0D:45:53:4B:69:97:CD:B2:D5:C3:39:E2:55:76:60:9B:5C:C6
SHA256:
EB:04:CF:5E:B1:F3:9A:FA:76:2F:2B:B1:20:F2:96:CB:A5:20:C1:B9:7D:B1:58:95:65:B8:1C:B9:A1:7B:72:44
Alias name: verisignc3g4.pem
SHA1: 22:D5:D8:DF:8F:02:31:D1:8D:F7:9D:B7:CF:8A:2D:64:C9:3F:6C:3A
SHA256:
69:DD:D7:EA:90:BB:57:C9:3E:13:5D:C8:5E:A6:FC:D5:48:0B:60:32:39:BD:C4:54:FC:75:8B:2A:26:CF:7F:79
Alias name: verisignc3g5.pem
SHA1: 4E:B6:D5:78:49:9B:1C:CF:5F:58:1E:AD:56:BE:3D:9B:67:44:A5:E5
SHA256:
9A:CF:AB:7E:43:C8:D8:80:D0:6B:26:2A:94:DE:EE:E4:B4:65:99:89:C3:D0:CA:F1:9B:AF:64:05:E4:1A:B7:DF
Alias name: verisignc4g2.pem
SHA1: 0B:77:BE:BB:CB:7A:A2:47:05:DE:CC:0F:BD:6A:02:FC:7A:BD:9B:52
SHA256:
44:64:0A:0A:0E:4D:00:0F:BD:57:4D:2B:8A:07:BD:B4:D1:DF:ED:3B:45:BA:AB:A7:6F:78:57:78:C7:01:19:61
Alias name: verisignc4g3.pem
SHA1: C8:EC:8C:87:92:69:CB:4B:AB:39:E9:8D:7E:57:67:F3:14:95:73:9D
SHA256:
E3:89:36:0D:0F:DB:AE:B3:D2:50:58:4B:47:30:31:4E:22:2F:39:C1:56:A0:20:14:4E:8D:96:05:61:79:15:06
Alias name: verisignclass1ca
SHA1: CE:6A:64:A3:09:E4:2F:BB:D9:85:1C:45:3E:64:09:EA:E8:7D:60:F1
SHA256:
51:84:7C:8C:BD:2E:9A:72:C9:1E:29:2D:2A:E2:47:D7:DE:1E:3F:D2:70:54:7A:20:EF:7D:61:0F:38:B8:84:2C
Alias name: verisignclass1g2ca
SHA1: 27:3E:E1:24:57:FD:C4:F9:0C:55:E8:2B:56:16:7F:62:F5:32:E5:47
SHA256:
34:1D:E9:8B:13:92:AB:F7:F4:AB:90:A9:60:CF:25:D4:BD:6E:C6:5B:9A:51:CE:6E:D0:67:D0:0E:C7:CE:9B:7F
Alias name: verisignclass1g3ca
SHA1: 20:42:85:DC:F7:EB:76:41:95:57:8E:13:6B:D4:B7:D1:E9:8E:46:A5
SHA256:
CB:B5:AF:18:5E:94:2A:24:02:F9:EA:CB:C0:ED:5B:B8:76:EE:A3:C1:22:36:23:D0:04:47:E4:F3:BA:55:4B:65
Alias name: verisignclass2g2ca
SHA1: B3:EA:C4:47:76:C9:C8:1C:EA:F2:9D:95:B6:CC:A0:08:1B:67:EC:9D
SHA256:
3A:43:E2:20:FE:7F:3E:A9:65:3D:1E:21:74:2E:AC:2B:75:C2:0F:D8:98:03:05:BC:50:2C:AF:8C:2D:9B:41:A1
Alias name: verisignclass2g3ca
SHA1: 61:EF:43:D7:7F:CA:D4:61:51:BC:98:E0:C3:59:12:AF:9F:EB:63:11
SHA256:
92:A9:D9:83:3F:E1:94:4D:B3:66:E8:BF:AE:7A:95:B6:48:0C:2D:6C:6C:2A:1B:E6:5D:42:36:B6:08:FC:A1:BB
Alias name: verisignclass3ca
SHA1: A1:DB:63:93:91:6F:17:E4:18:55:09:40:04:15:C7:02:40:B0:AE:6B
SHA256:
A4:B6:B3:99:6F:C2:F3:06:B3:FD:86:81:BD:63:41:3D:8C:50:09:CC:4F:A3:29:C2:CC:F0:E2:FA:1B:14:03:05
Alias name: verisignclass3g2ca
SHA1: 85:37:1C:A6:E5:50:14:3D:CE:28:03:47:1B:DE:3A:09:E8:F8:77:0F
SHA256:
83:CE:3C:12:29:68:8A:59:3D:48:5F:81:97:3C:0F:91:95:43:1E:DA:37:CC:5E:36:43:0E:79:C7:A8:88:63:8B
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Alias name: verisignclass3g3ca
SHA1: 13:2D:0D:45:53:4B:69:97:CD:B2:D5:C3:39:E2:55:76:60:9B:5C:C6
SHA256:
EB:04:CF:5E:B1:F3:9A:FA:76:2F:2B:B1:20:F2:96:CB:A5:20:C1:B9:7D:B1:58:95:65:B8:1C:B9:A1:7B:72:44
Alias name: verisignclass3g4ca
SHA1: 22:D5:D8:DF:8F:02:31:D1:8D:F7:9D:B7:CF:8A:2D:64:C9:3F:6C:3A
SHA256:
69:DD:D7:EA:90:BB:57:C9:3E:13:5D:C8:5E:A6:FC:D5:48:0B:60:32:39:BD:C4:54:FC:75:8B:2A:26:CF:7F:79
Alias name: verisignclass3g5ca
SHA1: 4E:B6:D5:78:49:9B:1C:CF:5F:58:1E:AD:56:BE:3D:9B:67:44:A5:E5
SHA256:
9A:CF:AB:7E:43:C8:D8:80:D0:6B:26:2A:94:DE:EE:E4:B4:65:99:89:C3:D0:CA:F1:9B:AF:64:05:E4:1A:B7:DF
Alias name: verisignclass3publicprimarycertificationauthorityg4
SHA1: 22:D5:D8:DF:8F:02:31:D1:8D:F7:9D:B7:CF:8A:2D:64:C9:3F:6C:3A
SHA256:
69:DD:D7:EA:90:BB:57:C9:3E:13:5D:C8:5E:A6:FC:D5:48:0B:60:32:39:BD:C4:54:FC:75:8B:2A:26:CF:7F:79
Alias name: verisignclass3publicprimarycertificationauthorityg5
SHA1: 4E:B6:D5:78:49:9B:1C:CF:5F:58:1E:AD:56:BE:3D:9B:67:44:A5:E5
SHA256:
9A:CF:AB:7E:43:C8:D8:80:D0:6B:26:2A:94:DE:EE:E4:B4:65:99:89:C3:D0:CA:F1:9B:AF:64:05:E4:1A:B7:DF
Alias name: verisignroot.pem
SHA1: 36:79:CA:35:66:87:72:30:4D:30:A5:FB:87:3B:0F:A7:7B:B7:0D:54
SHA256:
23:99:56:11:27:A5:71:25:DE:8C:EF:EA:61:0D:DF:2F:A0:78:B5:C8:06:7F:4E:82:82:90:BF:B8:60:E8:4B:3C
Alias name: verisigntsaca
SHA1: 20:CE:B1:F0:F5:1C:0E:19:A9:F3:8D:B1:AA:8E:03:8C:AA:7A:C7:01
SHA256:
CB:6B:05:D9:E8:E5:7C:D8:82:B1:0B:4D:B7:0D:E4:BB:1D:E4:2B:A4:8A:7B:D0:31:8B:63:5B:F6:E7:78:1A:9D
Alias name: verisignuniversalrootca
SHA1: 36:79:CA:35:66:87:72:30:4D:30:A5:FB:87:3B:0F:A7:7B:B7:0D:54
SHA256:
23:99:56:11:27:A5:71:25:DE:8C:EF:EA:61:0D:DF:2F:A0:78:B5:C8:06:7F:4E:82:82:90:BF:B8:60:E8:4B:3C
Alias name: verisignuniversalrootcertificationauthority
SHA1: 36:79:CA:35:66:87:72:30:4D:30:A5:FB:87:3B:0F:A7:7B:B7:0D:54
SHA256:
23:99:56:11:27:A5:71:25:DE:8C:EF:EA:61:0D:DF:2F:A0:78:B5:C8:06:7F:4E:82:82:90:BF:B8:60:E8:4B:3C
Alias name: xrampglobalca
SHA1: B8:01:86:D1:EB:9C:86:A5:41:04:CF:30:54:F3:4C:52:B7:E5:58:C6
SHA256:
CE:CD:DC:90:50:99:D8:DA:DF:C5:B1:D2:09:B7:37:CB:E2:C1:8C:FB:2C:10:C0:FF:0B:CF:0D:32:86:FC:1A:A2
Alias name: xrampglobalcaroot
SHA1: B8:01:86:D1:EB:9C:86:A5:41:04:CF:30:54:F3:4C:52:B7:E5:58:C6
SHA256:
CE:CD:DC:90:50:99:D8:DA:DF:C5:B1:D2:09:B7:37:CB:E2:C1:8C:FB:2C:10:C0:FF:0B:CF:0D:32:86:FC:1A:A2

AWS WAF を使用して API を保護する
AWS WAF は、ウェブアプリケーションと API を攻撃から保護するウェブアプリケーションファイア
ウォールです。お客様が定義するカスタマイズ可能なウェブセキュリティルールと条件に基づいて、ウェ
ブリクエストを許可、ブロック、またはカウントする一連のルール (ウェブアクセスコントロールリスト
またはウェブ ACL と呼ばれます) を設定することができます。詳細については、「AWS WAF の仕組み」
を参照してください。
AWS WAF を使用して、SQL インジェクションやクロスサイトスクリプティング (XSS) 攻撃などの一般的
なウェブの脆弱性から API Gateway API を保護できます。これらは、API の可用性とパフォーマンスに影
響を与え、セキュリティを侵害したり、過剰なリソースを消費したりする可能性があります。たとえば、
指定した IP アドレス範囲からのリクエスト、CIDR ブロックからのリクエスト、特定の国またはリージョ
ンからのリクエスト、悪意のある SQL コードを含むリクエスト、悪意のあるスクリプトを含むリクエスト
を許可またはブロックするルールを作成できます。
また、HTTP ヘッダー、メソッド、クエリ文字列、URI、およびリクエストボディの指定された文字列ま
たは定型表現パターン (最初の 8 KB に制限されます) に一致するルールを作成することもできます。さら
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に、特定のユーザーエージェント、悪質なボット、またはコンテンツスクレーパーからの攻撃をブロック
するルールを作成できます。たとえば、レートベースのルールを使用して、継続的に更新される後続の 5
分間で、各クライアント IP によって許可されるウェブリクエストの数を指定できます。

Important
AWS WAF は、ウェブの脆弱性に対する防御の最前線です。API で AWS WAF が有効になっ
ている場合は、リソースポリシー (p. 226)、IAM ポリシー (p. 243)、Lambda オーソライ
ザー (p. 251)、および Amazon Cognito オーソライザー (p. 268)など他のアクセスコントロー
ル機能の前に AWS WAF ルールが評価されます。たとえば、AWS WAF がリソースポリシーで
許可されている CIDR ブロックからのアクセスをブロックした場合、AWS WAF が優先され、リ
ソースポリシーは評価されません。
API に対して AWS WAF を有効にするには、次の操作を行う必要があります。
1.

AWS WAF コンソール、AWS SDK、または CLI を使用して、AWS WAF マネージドルールと独自の
カスタムルールの自由な組み合わせが含まれるリージョンウェブ ACL を作成します。詳細について
は、「AWS WAF の開始方法」および「ウェブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACL) の作成と設
定」を参照してください。

Important
API Gateway には、リージョンウェブ ACL が必要になります。
2.

AWS WAF リージョンウェブ ACL を API ステージに関連付けます。これは、AWS WAF コンソー
ル、AWS SDK、または CLI を使用するか、API Gateway コンソール、AWS SDK、または CLI を使用
して実行できます。

API Gateway コンソールを使用して AWS WAF リージョンウェ
ブ ACL を API Gateway API ステージと関連付けるには
API Gateway コンソールを使用して AWS WAF リージョンウェブ ACL を既存の API Gateway API ステー
ジに関連付けるには、次のステップを実行します。
1.
2.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。
[API] ナビゲーションペインで API を選択し、[ステージ] を選択します。

3.
4.

[ステージ] ペインで、ステージの名前を選択します。
[ステージエディター] ペインで、[設定] タブを選択します。

5.

リージョンウェブ ACL を API ステージに関連付けるには
•

[AWS WAF ウェブ ACL] ドロップダウンリストで、このステージに関連付けるリージョンウェブ
ACL を選択します。

Note
必要なウェブ ACL がまだ存在しない場合は、 [WebACL の作成] を選択します。次に、
[Go to AWS WAF] (AWS WAF に移動) を選択して、AWS WAF コンソールを新しいブラ
ウザタブで開き、リージョンウェブ ACL を作成します。次に、API Gateway コンソール
に戻り、ウェブ ACL をステージに関連付けます。
6.

[Save Changes] を選択します。

AWS CLI を使用して、AWS WAF リージョンウェブ ACL を API
Gateway API ステージに関連付ける
AWS CLI を使用して AWS WAF リージョンウェブ ACL を既存の API Gateway API ステージに関連付ける
には、次の例にあるように、associate-web-acl コマンドを呼び出します。
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aws waf-regional associate-web-acl \
--web-acl-id 'aabc123a-fb4f-4fc6-becb-2b00831cadcf' \
--resource-arn 'arn:aws:apigateway:{region}::/restapis/4wk1k4onj3/stages/prod'

AWS WAF REST API を使用して AWS WAF リージョンウェブ
ACL を API ステージと関連付ける
AWS WAF REST API を使用して AWS WAF リージョンウェブ ACL を既存の API Gateway API ステージ
に関連付けるには、次の例にあるように、AssociateWebACL コマンドを呼び出します。
import boto3
waf = boto3.client('waf-regional')
waf.associate_web_acl(
WebACLId='aabc123a-fb4f-4fc6-becb-2b00831cadcf',
ResourceArn='arn:aws:apigateway:{region}::/restapis/4wk1k4onj3/stages/prod'
)

API リクエストを調整してスループットを向上させる
API のスロットリングおよびクォータを設定して、多すぎるリクエストで API の負荷が高くなりすぎない
ように保護できます。スロットルとクォータの両方はベストエフォートベースで適用されるため、これら
は保証されたリクエスト上限ではなく、目標として考える必要があります。
API Gateway は、トークンバケットアルゴリズムを使用してトークンでリクエストをカウントし、API へ
のリクエストを調整します。特に API Gateway では、アカウントのすべての API に送信されるリクエスト
のレートとバーストをリージョンごとに検証します。トークンバケットアルゴリズムでは、これらの制限
の事前定義されたオーバーランがバーストによって許可されますが、場合によっては、他の要因によって
制限がオーバーランされることがあります。
リクエストの送信数がリクエストの定常レートおよびバーストを超えると、API Gateway はリクエストを
調整を開始します。クライアントは、この時点で 429 Too Many Requests エラーレスポンスを受け取
ることがあります。このような例外をキャッチすると、クライアントは 失敗したリクエストをレート制限
する方法で再送信できます。
API デベロッパーは、API の個々のステージまたはメソッドに目標制限を設定して、アカウントのすべて
の API にわたるパフォーマンス全体を向上させることができます。別の方法として、使用量プランを有
効にして、指定したリクエストレートおよびクォータに基づいて、クライアントのリクエスト送信数でス
ロットリングを設定することもできます。
トピック
• API Gateway でスロットリング制限設定が適用される方法 (p. 629)
• リージョンごとのアカウントレベルのスロットリング (p. 630)
• 使用量プランの API レベルとステージレベルのスロットリング目標の設定 (p. 630)
• 使用量プランのメソッドレベルのスロットリング目標の設定 (p. 630)

API Gateway でスロットリング制限設定が適用される方法
API のスロットリングおよびクォータ設定を構成する前に、Amazon API Gateway によってこれらの設定
がどのように適用されるかを理解しておくことをお勧めします。
Amazon API Gateway のスロットリングに関連する設定には、4 つの基本的なタイプがあります。
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• AWS スロットリングの制限は、リージョン内のすべてのアカウントとクライアントに適用されます。こ
れらの制限設定は、リクエストが多すぎるために API —およびアカウント—が処理しきれなくなること
を防ぎます。これらの制限は AWS によって設定され、お客様が変更することはできません。
• アカウントごとの制限は、指定したリージョンのアカウント内のすべての API に適用されます。この
アカウントレベルのレート制限は、申請に応じて引き上げることができます。API のタイムアウトが短
く、ペイロードが小さい場合、高い制限を設定できます。リージョンごとのアカウントレベルのスロッ
トリング制限の引き上げを申請するには、AWS サポートセンターにお問い合わせください。詳細につい
ては、「クォータと重要な注意点 (p. 841)」を参照してください。これらの制限は、AWS スロットリ
ングの制限以上に高くすることはできません。
• API ごと、ステージごとのスロットリング制限は、ステージの API メソッドレベルで適用されます。す
べてのメソッドに同じ設定を構成することも、メソッドごとに異なるスロットル設定を構成することも
できます。これらの制限は、AWS スロットリングの制限以上に高くすることはできません。
• クライアントあたりのスロットリング制限は、クライアント ID として使用プランに関連付けられた API
キーを使用するクライアントに適用されます。これらの制限は、 アカウントごとの制限以上に高くする
ことはできません。
API Gateway のスロットリングに関連する設定は、次の順序で適用されます。
1. 使用量プラン (p. 517)で API ステージに設定したクライアントあたり、またはメソッドあたりのス
ロットリング制限 (p. 630)
2. API ステージに設定したメソッドあたりのスロットリング制限
3. リージョンごとのアカウントレベルのスロットリング (p. 630)
4. AWS リージョンのスロットリング

リージョンごとのアカウントレベルのスロットリング
API Gateway はデフォルトで、リージョンごとに AWS アカウント内のすべての API 全体で定常状態のリ
クエスト/秒 (RPS) を制限します。また、リージョンごとに AWS アカウント内のすべての API にわたって
バースト (最大バケットサイズ) を制限します。API Gateway では、バースト制限は、API Gateway が 429
Too Many Requests エラーレスポンスを返す前に処理する同時リクエスト送信の目標最大数を表しま
す。スロットリングクォータの詳細については、「クォータと重要な注意点 (p. 841)」を参照してくださ
い。

使用量プランの API レベルとステージレベルのスロットリング目
標の設定
使用量プラン (p. 510)では、 [使用量プランの作成] で、API またはステージレベルでのすべてのメソッド
のメソッドあたりのスロットリング目標を設定できます。

使用量プランのメソッドレベルのスロットリング目標の設定
[使用量プラン] で、使用量プランを作成する (p. 517) に示すように、メソッドレベルの追加のスロット
リング目標を設定できます。これらは、API Gateway コンソールの、[メソッドスロットリングの設定] 設
定で、Resource=<resource> 、Method=<method> を指定して設定されます。たとえば、PetStore サ
ンプル (p. 49)に、Resource=/pets、Method=GET を指定できます。

Amazon API Gateway でのプライベート API の作成
Amazon API Gateway を使用すると、インターフェイス VPC エンドポイントを使用して、Amazon VPC
の仮想プライベートクラウドからのみアクセスできるプライベート REST API を作成できます。これ
は、VPC で作成するエンドポイントネットワークインターフェイスです。
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リソースポリシー (p. 635)を使用して、選択した VPC および VPC エンドポイント (複数の AWS アカウ
ント含む) から API へのアクセスを許可または拒否できます。各エンドポイントを使用して複数のプライ
ベート API にアクセスできます。AWS Direct Connect を使用してオンプレミスネットワークから Amazon
VPC への接続を確立し、その接続経由でプライベート API にアクセスすることも可能です。

Important
プライベート API へのアクセスを特定の VPC および VPC エンドポイントに制限するには、API
のリソースポリシーに aws:SourceVpc および aws:SourceVpce 条件を追加する必要がありま
す。エンドポイントポリシーの例については、「the section called “例: ソース VPC または VPC
エンドポイントに基づいてプライベート API トラフィックを許可する” (p. 239)」を参照してく
ださい。
いずれの場合も、プライベート API へのトラフィックは安全な接続を使用し、Amazon のネットワーク外
に出ることはありません — パブリックインターネットからは隔離されています。
プライベート API へのアクセス (p. 436)には、次の図に示すように、API Gateway 用のインターフェイ
ス VPC エンドポイントを経由します。プライベート DNS が有効になっている場合は、プライベートまた
はパブリック DNS 名を使用して API にアクセスできます。プライベート DNS が無効になっている場合
は、パブリック DNS 名のみを使用できます。

Note
API Gateway のプライベート API は TLS 1.2 のみをサポートします。以前の TLS バージョンは
サポートされていません。

概要レベルでは、プライベート API を作成する手順は次のとおりです。
1.

まず、API 実行用に API Gateway コンポーネントサービスのインターフェイス VPC エンドポイン
ト (p. 632) (execute-api といいます) を VPC 内に作成します。

2.

プライベート API を作成してテストします。
a.

次のいずれかの手順に従って API を作成します。
• API Gateway コンソール (p. 634)
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• API Gateway CLI (p. 634)
• AWS SDK for JavaScript (p. 634)
b.

VPC エンドポイントにアクセス権限を付与するには、リソースポリシーを作成して API にアタッ
チします (p. 635)。

c.

API をテストします (p. 436)。

Note
次の手順では、完全に設定された VPC が既にあることを前提としています。VPC の詳細を確認
したり、作成を開始したりするには、Amazon VPC ユーザーガイドの「Amazon VPC の開始方
法」を参照してください。

プライベート API の開発に関する考慮事項
• 既存のパブリック API (リージョンまたはエッジ最適化) をプライベート API に変換できます。また、プ
ライベート API をリージョン API に変換できます。プライベート API をエッジ最適化 API に変換する
ことはできません。詳細については、「??? (p. 194)」を参照してください。
• プライベート API へのアクセス権限を VPC および VPC エンドポイントに付与するには、リソースポリ
シーを作成して、新しく作成された (または変換された) API にアタッチする必要があります。これを行
わないと、API へのすべての呼び出しは失敗します。詳細については、「??? (p. 635)」を参照してく
ださい。
• カスタムドメイン名はプライベート API (p. 478) ではサポートされていません。
• 単一の VPC エンドポイントを使用して複数のプライベート API にアクセスできます。
• プライベート API の VPC エンドポイントには、他のインターフェイス VPC エンドポイントと同じ制限
が適用されます。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「インターフェイスエンドポイント
のプロパティと制限」を参照してください。
• VPC エンドポイントを REST API に関連付けるか関連付けを解除することができます。これによ
り、Route 53 エイリアス DNS レコードが提供され、プライベート API の呼び出しが簡素化されます。
詳細については、「VPC エンドポイントとプライベート REST API の関連付けまたは関連付けの解
除 (p. 636)」を参照してください。
トピック
• API Gateway のインターフェイス VPC エンドポイント execute-api を作成する (p. 632)
• API Gateway コンソールを使用してプライベート API を作成する (p. 634)
• AWS CLI を使用してプライベート API を作成する。 (p. 634)
• AWS SDK for JavaScript を使用してプライベート API を作成する (p. 634)
• プライベート API のリソースポリシーをセットアップする (p. 635)
• API Gateway コンソールを使用してプライベート API をデプロイする (p. 635)
• VPC エンドポイントとプライベート REST API の関連付けまたは関連付けの解除 (p. 636)

API Gateway のインターフェイス VPC エンドポイント
execute-api を作成する
API 実行の API Gateway コンポーネントサービスは execute-api と呼ばれます。プライベート API がデ
プロイされた後、それにアクセスするには、VPC でインターフェイス VPC エンドポイントを作成する必
要があります。
VPC エンドポイントを作成した後、複数のプライベート API へのアクセスに使用することができます。
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API Gateway のインターフェイス VPC エンドポイント execute-api を作成するには
1.

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

2.

ナビゲーションペインで、[Endpoints]、[Create Endpoint] の順に選択します。

3.

[Service category] (サービスカテゴリ) で、[AWS services] (AWS のサービス) が選択されていること
を確認します。

4.

[Service Name] (サービス名) で、接続する AWS リージョンを含む API Gateway サービスエンドポイ
ントを選択します。これは com.amazonaws.region.execute-api という形式になります。たと
えば、com.amazonaws.us-east-1.execute-api です。
[タイプ] で、タイプが [インターフェイス] になっていることを確認します。

5.

以下の情報を入力します。
• [VPC] の場合は、エンドポイントを作成する VPC を選択します。
• [サブネット] で、エンドポイントネットワークインターフェイスを作成する先のサブネット (アベイ
ラビリティーゾーン) を選択します。API の可用性を高めるには、複数のサブネットを選択します。

Note
AWS の一部のサービスは、一部のアベイラビリティーゾーンでサポートされていない場合
があります。
• [プライベート DNS 名を有効にする] は、チェックボックスをオンのままにしておきます。プライ
ベート DNS はデフォルトで有効になっています。
プライベート DNS が有効になっていると、プライベートまたはパブリック DNS を介して API に
アクセスできるようになります。(この設定は、API にアクセスできるユーザーには影響を与えませ
ん。使用できる DNS アドレスにのみ関係します。) ただし、プライベート DNS を有効にした API
Gateway VPC エンドポイントを使用して、VPC からパブリック API にアクセスすることはできま
せん。これらの DNS 設定は、エッジ最適化されたカスタムドメイン名を使用してパブリック API
にアクセスする場合、VPC からこれらのパブリック API を呼び出す機能には影響しません。エッ
ジ最適化されたカスタムドメイン名を使用してパブリック API にアクセスする (プライベート DNS
を使用してプライベート API にアクセスする) 方法は、プライベート DNS を有効にしてエンドポイ
ントを作成した VPC からパブリック API とプライベート API の両方にアクセスする方法の 1 つで
す。

Note
プライベート DNS を有効のままにすることが推奨されます。プライベート DNS を有効に
しないことを選択した場合、API にはパブリック DNS を経由でのみアクセスできるように
なります。
オプションとしてプライベート DNS を使用するには、VPC の enableDnsSupport および
enableDnsHostnames 属性を true に設定する必要があります。詳細については、Amazon VPC
ユーザーガイドの「VPC の DNS サポート」および「VPC の DNS サポートを更新する」を参照し
てください。
• [セキュリティグループ] で、VPC エンドポイントネットワークインターフェイスに関連付けるセ
キュリティグループを選択します。
選択したセキュリティグループでは、VPC の IP 範囲または VPC 内の別のセキュリティグループの
いずれかからの TCP ポート 443 インバウンド HTTPS トラフィックを許可するように設定する必要
があります。
6.

[Create endpoint (エンドポイントの作成)] を選択します。
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API Gateway コンソールを使用してプライベート API を作成す
る
API Gateway コンソールを使用してプライベート API を作成するには
1.

API Gateway コンソール (https://console.aws.amazon.com/apigateway) にサインインします。

2.

[API の作成] を選択します。

3.
4.

[REST API] で、[構築] を選択します。
[API 名] に名前を入力します。

5.

[エンドポイントタイプ] で、Private を選択します。

6.

[Create API] を選択します。

ここから、「??? (p. 50)」のステップ 1～6 で説明されているように、API のメソッドとその関連する統合
をセットアップできます。

Note
API に VPC または VPC エンドポイント (p. 632)に対するアクセス権限を付与するリソースポリ
シーがない場合、すべての API コールは失敗します。API をテストおよびデプロイする前に、リ
ソースポリシーを作成して API にアタッチする必要があります「??? (p. 635)」を参照

AWS CLI を使用してプライベート API を作成する。
AWS CLI を使用してプライベート API を作成するには、create-rest-api コマンドを呼び出します。
aws apigateway create-rest-api \
--name 'Simple PetStore (AWS CLI, Private)' \
--description 'Simple private PetStore API' \
--region us-west-2 \
--endpoint-configuration '{ "types": ["PRIVATE"] }'

呼び出しに成功すると、次のような出力が返されます。
{

}

"createdDate": "2017-10-13T18:41:39Z",
"description": "Simple private PetStore API",
"endpointConfiguration": {
"types": "PRIVATE"
},
"id": "0qzs2sy7bh",
"name": "Simple PetStore (AWS CLI, Private)"

ここから、「the section called “AWS CLI コマンドを使用してエッジ最適化 API をセットアップす
る” (p. 196)」で説明している同様の手順に従って、この API のメソッドと統合を設定できます。
API をテストする際は、「??? (p. 635)」で説明されているように、リソースポリシーが作成され API に
アタッチされていることを確認してください。

AWS SDK for JavaScript を使用してプライベート API を作成す
る
AWS SDK for JavaScript を使用してプライベート API を作成するには:
apig.createRestApi({
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name: "Simple PetStore (node.js SDK, private)",
endpointConfiguration: {
types: ['PRIVATE']
},
description: "Demo private API created using the AWS SDK for node.js",
version: "0.00.001"
}, function(err, data){
if (!err) {
console.log('Create API succeeded:\n', data);
restApiId = data.id;
} else {
console.log('Create API failed:\n', err);
}
});

呼び出しに成功すると、次のような出力が返されます。
{

}

"createdDate": "2017-10-13T18:41:39Z",
"description": "Demo private API created using the AWS SDK for node.js",
"endpointConfiguration": {
"types": "PRIVATE"
},
"id": "0qzs2sy7bh",
"name": "Simple PetStore (node.js SDK, private)"

ここまでの手順を完了したら、「the section called “AWS SDK for Node.js を使用してエッジ最適化 API を
セットアップする” (p. 201)」の手順に従って、この API のメソッドと統合を設定できます。
API をテストする際は、「??? (p. 635)」で説明されているように、リソースポリシーが作成され API に
アタッチされていることを確認してください。

プライベート API のリソースポリシーをセットアップする
プライベート API をアクセス可能にする前に、リソースポリシーを作成し、API にアタッチする必要があ
ります。これにより、VPC と VPC エンドポイントから、または明示的にアクセス権を付与した他の AWS
アカウントの VPC と VPC エンドポイントからの API へのアクセス権が付与されます。
これを行うには、「the section called “API Gateway リソースポリシーを作成して API にアタッチ
する” (p. 240)」の手順に従います。ステップ 4 で、[Source VPC (ソース VPC)] の例を選択しま
す。{{vpceID}} (中括弧を含む) を使用する VPC エンドポイント ID に置き換え、[Save (保存)] を選択し
てリソースポリシーを保存します。
エンドポイントポリシーを VPC エンドポイントにアタッチして、付与されるアクセス権を指定することも
検討してください。詳細については、「the section called “プライベート API 用の VPC エンドポイントポ
リシーを使用する” (p. 249)」を参照してください。

API Gateway コンソールを使用してプライベート API をデプロ
イする
プライベート API をデプロイするには、API Gateway コンソールで以下を実行します。
1.

左ナビゲーションペインで API を選択し、[アクション] ドロップダウンメニューから [API のデプロ
イ] を選択します。

2.

[API のデプロイ] ダイアログで、ステージ (または、API の最初のデプロイの場合は [[New Stage]])
を選択します。[ステージ名] 入力フィールドに名前 (「test」、「prod」、「dev」など) を入力しま
す 。必要に応じて、[ステージの説明] および/または [デプロイメントの説明] に説明を入力できます。
その後、[デプロイ] を選択します。
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VPC エンドポイントとプライベート REST API の関連付けまた
は関連付けの解除
VPC エンドポイントをプライベート API に関連付けると、API Gateway によって新しい Route 53 ALIAS
DNS レコードが生成されます。このレコードを使用して、Host ヘッダーを上書きしたり、x-apigwapi-id ヘッダーを渡したりすることなく、エッジ最適化またはリージョン API と同様に、プライベート
API を呼び出すことができます。
生成されたベース URL は次の形式になります。
https://{rest-api-id}-{vpce-id}.execute-api.{region}.amazonaws.com/{stage}

VPC エンドポイントとプライベート REST API の関連付けまたは関連付け解除を行うには、API の設定を
更新する必要があります。この変更は、API Gateway コンソール、AWS CLI、または API Gateway 用の
AWS SDK を使用して行うことができます。DNS 伝達のため、更新オペレーションが完了するまでに数分
かかることがあります。この間、API は使用できますが、新しく生成された DNS URL の DNS 伝達がまだ
進行中である可能性があります。数分後に新しい URL が DNS で解決されない場合は、API の新しいデプ
ロイの作成 (p. 448)を試してください。

AWS CLI を使用して VPC エンドポイントをプライベート REST API に関連付け
る
API の作成時に VPC エンドポイントを関連付けるには、次のコマンドを使用します。
aws apigateway create-rest-api \
--name Petstore \
--endpoint-configuration '{ "types": ["PRIVATE"], "vpcEndpointIds" :
["vpce-0212a4ababd5b8c3e", "vpce-0393a628149c867ee"] }' \
--region us-west-2

出力は次のようになります。
{

}

"apiKeySource": "HEADER",
"endpointConfiguration": {
"types": [
"PRIVATE"
],
"vpcEndpointIds": [
"vpce-0212a4ababd5b8c3e",
"vpce-0393a628149c867ee"
]
},
"id": "u67n3ov968",
"createdDate": 1565718256,
"name": "Petstore"

VPC エンドポイントを既に作成したプライベート API に関連付けるには、次の CLI コマンドを使用しま
す。
aws apigateway update-rest-api \
--rest-api-id u67n3ov968 \
--patch-operations "op='add',path='/endpointConfiguration/
vpcEndpointIds',value='vpce-01d622316a7df47f9'" \
--region us-west-2
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出力は次のようになります。
{

}

"name": "Petstore",
"apiKeySource": "1565718256",
"tags": {},
"createdDate": 1565718256,
"endpointConfiguration": {
"vpcEndpointIds": [
"vpce-0212a4ababd5b8c3e",
"vpce-0393a628149c867ee",
"vpce-01d622316a7df47f9"
],
"types": [
"PRIVATE"
]
},
"id": "u67n3ov968"

AWS CLI を使用してプライベート REST API から VPC エンドポイントの関連付
けを解除する
プライベート API から VPC エンドポイントの関連付けを解除するには、次の CLI コマンドを使用しま
す。
aws apigateway update-rest-api \
--rest-api-id u67n3ov968 \
--patch-operations "op='remove',path='/endpointConfiguration/
vpcEndpointIds',value='vpce-0393a628149c867ee'" \
--region us-west-2

出力は次のようになります。
{

}

"name": "Petstore",
"apiKeySource": "1565718256",
"tags": {},
"createdDate": 1565718256,
"endpointConfiguration": {
"vpcEndpointIds": [
"vpce-0212a4ababd5b8c3e",
"vpce-01d622316a7df47f9"
],
"types": [
"PRIVATE"
]
},
"id": "u67n3ov968"

REST API のモニタリング
このセクションでは、CloudWatch のメトリクス、CloudWatch Logs、Kinesis Data Firehose、 を使用し
て API をモニタリングする方法について説明しますAWS X-Ray CloudWatch の実行ログと CloudWatch の
メトリクスを組み合わせることにより、エラーの記録と実行のトレースを行って、API のパフォーマンス
をモニタリングすることができます。また、Kinesis Data Firehose に対する API コールを記録することも
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できます。AWS X-Ray を使用して、API を構成するダウンストリームサービスを通じて呼び出しをトレー
スすることもできます。

Note
API Gateway は、次の場合にログとメトリクスが生成されない可能性があります。
• 413 Request Entity Too Large エラー
• 過剰な 429 Too Many Requests エラー
• API マッピングを持たないカスタムドメインに送信されたリクエストからの 400 シリーズのエ
ラー
• 内部の障害によって発生した 500 シリーズのエラー
トピック
• Amazon CloudWatch のメトリクスを使用した REST API の実行のモニタリング (p. 638)
• API Gateway での CloudWatch による REST API のログの設定 (p. 644)
• API コールのログの Kinesis Data Firehose への記録 (p. 647)
• X-Ray を使用した REST API へのユーザーリクエストのトレース (p. 648)

Amazon CloudWatch のメトリクスを使用した REST
API の実行のモニタリング
CloudWatch を使用して API の実行をモニタリングすることで、API Gateway から raw データを収集し、
リアルタイムに近い読み取り可能なメトリクスに加工することができます。これらの統計は 15 か月間記
録されるため、履歴情報にアクセスしてウェブアプリケーションやサービスの動作をより的確に把握でき
ます。デフォルトでは、API Gateway のメトリクスデータは 1 分間隔で自動的に CloudWatch に送信され
ます。詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch とは」を参照して
ください。
API Gateway からレポートされるメトリクスには、さまざまな方法で分析できる情報が含まれています。
以下に、メトリクスの一般的な使用方法を示します。これらの使用方法を参考にしてください。
• バックエンドの応答性を測定するため、[IntegrationLatency] メトリクスをモニタリングします。
• API コールの全体的な応答性を測定するために、Latency メトリクスをモニタリングします。
• 目的のパフォーマンスの実現に向けてキャッシュ容量を最適化するために、CacheHitCount と
CacheMissCount メトリクスをモニタリングします。
トピック
• Amazon API Gateway のディメンションとメトリクス (p. 638)
• API Gateway の API ダッシュボードで CloudWatch のメトリクスを表示する (p. 640)
• CloudWatch コンソールで API Gateway のメトリクスを表示する (p. 641)
• CloudWatch コンソールで API Gateway のログイベントを表示する (p. 642)
• AWS のモニタリングツール (p. 642)

Amazon API Gateway のディメンションとメトリクス
API Gateway が Amazon CloudWatch に送信するメトリクスとディメンションを以下に示します。詳細に
ついては、「Amazon CloudWatch のメトリクスを使用した REST API の実行のモニタリング (p. 638)」
を参照してください。
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API Gateway のメトリクス
Amazon API Gateway は、メトリクスデータを 1 分ごとに CloudWatch に送信します。
AWS/ApiGateway 名前空間には、次のメトリクスが含まれます。
メトリクス

説明

4XXError

指定された期間に取得されたクライアント側エラーの
数。
Sum 統計は、このメトリクス、つまり、指定された期間
内の 4XXError エラーの合計数を表します。Average 統
計は、4XXError のエラー率 (4XXError エラーの合計数
をその期間のリクエストの合計数で割った値) を表しま
す。分母は Count メトリクス (下記) に対応します。
Unit: Count

5XXError

指定された期間に取得されたサーバー側エラーの数。
Sum 統計は、このメトリクス、つまり、指定された期間
内の 5XXError エラーの合計数を表します。Average 統
計は、5XXError のエラー率 (5XXError エラーの合計数
をその期間のリクエストの合計数で割った値) を表しま
す。分母は Count メトリクス (下記) に対応します。
Unit: Count

CacheHitCount

指定された期間内に API キャッシュから配信されたリク
エストの数。
Sum 統計は、このメトリクス、つまり、指定された期間
内のキャッシュヒットの合計数を表します。Average 統
計は、キャッシュヒット率、つまり、キャッシュヒット
の合計数をその期間のリクエストの合計数で割ったもの
です。分母は Count メトリクス (下記) に対応します。
Unit: Count

CacheMissCount

API キャッシュが有効になっている特定の期間におけ
る、バックエンドから提供されたリクエストの数。
Sum 統計は、このメトリクス、つまり、指定された期間
内のキャッシュミスの合計数を表します。Average 統計
は、キャッシュミス率、つまり、キャッシュミスの合計
数をその期間のリクエストの合計数で割ったものです。
分母は Count メトリクス (下記) に対応します。
Unit: Count

Count

指定期間内の API リクエストの合計数。
SampleCount 統計は、このメトリクスを表します。
Unit: Count

IntegrationLatency

API Gateway がバックエンドにリクエストを中継して
から、バックエンドからレスポンスを受け取るまでの時
間。
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メトリクス

説明
Unit: Millisecond

Latency

API Gateway がクライアントからリクエストを受け取っ
てから、クライアントにレスポンスを返すまでの時間。
レイテンシーには、統合のレイテンシーおよびその他の
API Gateway のオーバーヘッドが含まれます。
Unit: Millisecond

メトリクスのディメンション
API Gateway のメトリクスをフィルタリングするには、次の表のディメンションを使用できます。

Note
API Gateway は、メトリクスを CloudWatch に送信する前に、ApiName ディメンションから
ASCII 以外の文字を削除します。APIName に ASCII 文字が含まれていない場合、API ID は
ApiName として使用されます。
ディメンション

説明

ApiName

指定した API 名を使用して、API Gateway の REST API
のメトリクスをフィルタリングします。

ApiName, Method, Resource, Stage

指定した API 名、ステージ、リソース、メソッドを使用
して、API Gateway の API のメソッドのメトリクスを
フィルタリングします。
詳細な CloudWatch のメトリクスを明示的に有効にしな
い限り、API Gateway はこれらのメトリクスを送信し
ません。この操作は、[Logs/Tracing] タブで、[Enable
CloudWatch Metrics (CloudWatch メトリクスの有効化)]
を選択することにより、コンソールで行うことができ
ます。update-stage AWS CLI コマンドを呼び出して
metricsEnabled プロパティを true に更新すること
もできます。
これらのメトリクスを有効にすることで、アカウント
に追加料金が発生します。詳細については、Amazon
CloudWatch 料金表をご覧ください。

ApiName, Stage

指定した API 名とステージを使用して、API Gateway の
API のステージリソースのメトリクスをフィルタリング
します。

API Gateway の API ダッシュボードで CloudWatch のメトリク
スを表示する
API Gateway コンソールの API ダッシュボードを使用して、API Gateway にデプロイされた API に関する
CloudWatch のメトリクスを表示できます。これは、時間の経過に伴う API アクティビティの概要として
表示されます。
トピック
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• Prerequisites (p. 641)
• ダッシュボードでの API アクティビティの調査 (p. 641)

Prerequisites
1.

API Gateway で API が作成済みであることが必要です。「」の手順に従いますAmazon API Gateway
での REST API の作成 (p. 192)

2.

API は少なくとも一度はデプロイする必要があります。「」の手順に従いますAmazon API Gateway
での REST API のデプロイ (p. 448)

3.

個別のメソッドに関する CloudWatch のメトリクスを取得するには、「」で説明されているように、
特定のステージでそれらのメソッドに対して CloudWatch Logs を有効にする必要がありますステージ
設定の更新 (p. 452) アカウントではメソッドレベルのログに対して課金されますが、API またはス
テージレベルのログへのアクセスに対しては課金されません。

ダッシュボードでの API アクティビティの調査
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

API の名前を選択します。

3.

選択した API で、[ダッシュボード] を選択します。

4.

API アクティビティの概要を時間の経過とともに表示するには、[ステージ] で目的のステージを選択
します。

5.

[開始日] と [終了日] を使用して日付範囲を入力します。

6.

[API コール]、[統合のレイテンシー]、[レイテンシー]、[4xx エラー]、および [5xx エラー] と
いうタイトルの個別のグラフに表示される各メトリクスを、必要に応じて更新して確認しま
す。CacheHitCount と CacheMissCount グラフは、API キャッシュが有効になっている場合にのみ表
示されます。

Tip
メソッドレベルで CloudWatch のメトリクスを確認するには、メソッドレベルで
CloudWatch Logs を有効にしている必要があります。メソッドレベルでログを設定する方法
については、「」を参照してくださいAPI Gateway コンソールを使用したステージ設定の更
新 (p. 452)

CloudWatch コンソールで API Gateway のメトリクスを表示する
メトリクスはまずサービスの名前空間ごとにグループ化され、次に各名前空間内のさまざまなディメン
ションの組み合わせごとにグループ化されます。

CloudWatch コンソールを使用して API Gateway のメトリクスを表示するには
1.

CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。

2.

必要に応じてリージョンを変更します。ナビゲーションバーから、AWS リソースがあるリージョンを
選択します。詳細については、「リージョンとエンドポイント」を参照してください。

3.

ナビゲーションペインで [Metrics (メトリクス)] を選択します。

4.

[すべてのメトリクス] タブで、[API Gateway] を選択します。

5.

ステージ別にメトリクスを表示するには、[ステージ別] パネルを選択します。また、必要な API とメ
トリックス名を選択します。

6.

API 別にメトリクスを表示するには、[API 名別] パネルを選択します。また、必要な API とメトリッ
クス名を選択します。
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AWS CLI を使ってメトリクスを表示するには
1.

コマンドプロンプトで、以下のコマンドを使用してメトリクスを一覧表示します。
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/ApiGateway"

2.

特定の統計情報 (Average など) を 5 分間隔で表示するには、以下のコマンドを呼び出します。
aws cloudwatch get-metric-statistics --namespace AWS/ApiGateway --metric-name Count
--start-time 2011-10-03T23:00:00Z --end-time 2017-10-05T23:00:00Z --period 300 -statistics Average

CloudWatch コンソールで API Gateway のログイベントを表示す
る
ログに記録された API リクエストや API レスポンスを CloudWatch コンソールで表示するには
1.

CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Logs groups (ロググループ)] を選択します。

3.

[ロググループ] 一覧で、"API-Gateway-Execution-Logs_{rest-api-id}/{stage-name}" という名前のログ
グループを選択します。

4.

[ログストリーム] 一覧で、ログストリームを選択します。タイムスタンプを使用して、目的のログス
トリームを見つけることができます。

5.

未加工のテキストを表示するには、[テキスト] を選択します。または、行ごとにイベントを表示する
には、[行] を選択します。

Important
CloudWatch ではロググループやログストリームを削除することができますが、API Gateway の
API のロググループやログストリームは手動で削除せず、API Gateway にそれらのリソースを管
理させるようにしてください。ロググループまたはストリームを手動で削除すると、API のリク
エストとレスポンスがログに記録されなくなる場合があります。その場合は、API のロググルー
プ全体を削除して API を再デプロイしてくさい。これは、API Gateway によって API のデプロイ
時に API ステージのロググループまたはログストリームが作成されるためです。

AWS のモニタリングツール
AWS では、API Gateway のモニタリングに使用できるさまざまなツールを提供しています。これらの
ツールの中には、自動モニタリングを設定できるものもあれば、手操作を必要とするものもあります。モ
ニタリングタスクをできるだけ自動化することをお勧めします。

AWS の自動モニタリングツール
以下の自動モニタリングツールを使用して、API Gateway を監視し、問題が発生したときにレポートする
ことができます。
• Amazon CloudWatch のアラーム – 単一のメトリクスを指定した期間モニタリングし、特定のしきい
値に対する複数の期間にわたるメトリクスの値に基づいて、1 つ以上のアクションを実行します。ア
クションは、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) のトピックまたは Amazon EC2 Auto
Scaling のポリシーに送信される通知です。CloudWatch のアラームは、メトリクスが特定の状態になっ
ただけではアクションを呼び出しません。アクションを呼び出すには、状態が変化して、指定した期間
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継続している必要があります。詳細については、「Amazon CloudWatch のメトリクスを使用した REST
API の実行のモニタリング (p. 638)」を参照してください。
• Amazon CloudWatch Logs – AWS CloudTrail またはその他のソースのログファイルのモニタリング、保
存、アクセスを行います。詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドのログファイルのモ
ニタリングについての記述を参照してください。
• Amazon CloudWatch Events – イベントに一致したものを 1 つ以上のターゲットの関数またはストリー
ムに渡して、変更、状態の情報の収集、是正措置を行います。詳細については、Amazon CloudWatch
ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch Events とは」を参照してください。
• AWS CloudTrail のログのモニタリング – アカウント間でログファイルを共有し、CloudTrail のログファ
イルを CloudWatch Logs に送信してリアルタイムでモニタリングします。また、ログを処理するアプリ
ケーションを Java で作成し、CloudTrail からの提供後にログファイルが変更されていないことを確認し
ます。詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドの「CloudTrail ログファイルの操作」を参照し
てください。

手動モニタリングツール
API Gateway のモニタリングでもう 1 つ重要な点は、CloudWatch のアラームの対象外の項目を手動でモ
ニタリングすることです。API Gateway、CloudWatch、その他の AWS のコンソールのダッシュボード
は、AWS 環境の状態を一目で把握できるビューを提供します。API 実行のログファイルを確認することも
お勧めします。
• API Gateway のダッシュボードには、指定した期間の API の特定のステージに関する以下の統計情報が
表示されます。
• API 呼び出し
• キャッシュヒット、API キャッシュが有効になっている場合のみ。
• キャッシュミス、API キャッシュが有効になっている場合のみ。
• レイテンシー
• 統合のレイテンシー
• 4XX エラー
• 5XX エラー
• CloudWatch のホームページには、以下の情報が表示されます。
• 現在のアラームとステータス
• アラームとリソースのグラフ
• サービス状態ステータス
また、CloudWatch を使用して以下のことを行えます。
• 重視するサービスをモニタリングするためのカスタマイズしたダッシュボードを作成する。
• メトリクスデータをグラフ化して、問題のトラブルシューティングを行い、傾向を確認する
• AWS リソースのすべてのメトリクスを検索して、参照する
• 問題があることを通知するアラームを作成/編集する

API Gateway をモニタリングする CloudWatch のアラームの作成
アラームの状態が変わったときに Amazon SNS メッセージを送信する Amazon CloudWatch のアラー
ムを作成することができます。アラームは、指定期間にわたって単一のメトリクスを監視し、その値と
複数期間に対するしきい値との比較結果に基づいて 1 つ以上のアクションを実行します。アクション
は、Amazon SNS のトピックまたは Auto Scaling のポリシーに送信される通知です。アラームは、持続し
ている状態変化に対してのみアクションを呼び出します。CloudWatch のアラームは、メトリクスが特定
の状態にあるだけではアクションを呼び出しません。アクションを呼び出すには、状態が変化して、指定
した期間継続している必要があります。
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API Gateway での CloudWatch による REST API のロ
グの設定
リクエストの実行や API へのクライアントのアクセスに関連する問題のデバッグに役立てるため
に、Amazon CloudWatch Logs で API コールのログを有効にすることができます。CloudWatch の詳細に
ついては、「the section called “CloudWatch メトリクス” (p. 638)」を参照してください。

API Gateway での CloudWatch によるログの形式
CloudWatch による API のログには、実行ログとアクセスログの 2 種類があります。実行ログでは、API
Gateway によって CloudWatch Logs が管理されます。このプロセスには、ロググループとログストリー
ムの作成、および呼び出し元のリクエストとレスポンスのログストリームへのレポートが含まれます。
ログに記録されるデータには、エラーや実行のトレース (リクエストやレスポンスのパラメータ値やペイ
ロードなど)、Lambda オーソライザー (以前のカスタムオーソライザー) が使用するデータ、API キーが必
要かどうか、使用量プランが有効かどうかなどの情報が含まれます。
API をデプロイすると、API Gateway はロググループとそのログストリームを作成します。ロググループ
の名前は API-Gateway-Execution-Logs_{rest-api-id}/{stage_name} 形式に従います。各ログ
グループ内で、ログはログデータにさらに分割され、ログデータがレポートされるときに [最終のイベント
時刻] によって順序付けられます。
アクセスログの作成では、API デベロッパーとして、API にアクセスしたユーザーと、呼び出し元が API
にアクセスした方法を記録します。独自のロググループを作成したり、既存のロググループを選択したり
することができます。これらは、API Gateway で管理することができます。アクセスの詳細を指定するに
は、$context (p. 365) 変数 (選択した形式で表示される) を選択し、ロググループを宛先として選択し
ます。アクセスログには少なくとも $context.requestId が含まれている必要があります。ベストプ
ラクティスとして、$context.requestId と $context.extendedRequestId をログ形式に含めま
す。$context.requestId は、x-amzn-RequestId ヘッダーの値をログに記録します。クライアント
は、x-amzn-RequestId ヘッダーの値を上書きできます。API Gateway は、x-amzn-RequestId レス
ポンスヘッダー内のこのリクエスト ID を返します。$context.extendedRequestId は、API Gateway
が生成する一意の ID です。API Gateway は、x-amz-apigw-id レスポンスヘッダー内のこのリクエスト
ID を返します。API 発信者は、このリクエスト ID を提供することやオーバーライドすることはできませ
ん。詳細については、「the section called “データモデル、オーソライザー、マッピングテンプレート、お
よび CloudWatch アクセスログ記録用の $context 変数” (p. 365)」を参照してください。

Note
$context 変数のみがサポートされます ($input などはサポートされません)。
Common Log Format (CLF)、JSON、XML、CSV など、分析バックエンドでも採用されているログ形式
を選択します。その後、フィードに直接アクセスログを入力して、メトリクスを計算してレンダリングす
ることができます。ログの形式を定義するには、ロググループの ARN をステージの accessLogSettings/
destinationArn プロパティに設定します。ロググループの ARN は、CloudWatch コンソールで [ARN] 列
を表示するように選択すると取得できます。アクセスログの形式を定義するには、選択した形式をステー
ジの accessLogSetting/format プロパティに設定します。
API Gateway コンソールには、一般的に使用されるアクセスログの形式の例が表示されます。以下にもそ
の例を示します。
• CLF (Common Log Format):
$context.identity.sourceIp $context.identity.caller \
$context.identity.user [$context.requestTime] \
"$context.httpMethod $context.resourcePath $context.protocol" \
$context.status $context.responseLength $context.requestId $context.extendedRequestId
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継続文字 (\) は、視覚補助を目的としたものです。ログ形式は 1 行である必要があります。ログ形式の
末尾に改行文字 (\n) を追加して、各ログエントリの末尾に改行を含めることができます。
• JSON:
{ "requestId":"$context.requestId", \
"extendedRequestId":"$context.extendedRequestId", \
"ip": "$context.identity.sourceIp", \
"caller":"$context.identity.caller", \
"user":"$context.identity.user", \
"requestTime":"$context.requestTime", \
"httpMethod":"$context.httpMethod", \
"resourcePath":"$context.resourcePath", \
"status":"$context.status", \
"protocol":"$context.protocol", \
"responseLength":"$context.responseLength" \
}

継続文字 (\) は、視覚補助を目的としたものです。ログ形式は 1 行である必要があります。ログ形式の
末尾に改行文字 (\n) を追加して、各ログエントリの末尾に改行を含めることができます。
• XML:
<request id="$context.requestId"> \
<extendedRequestId>$context.extendedRequestId</extendedRequestId>
<ip>$context.identity.sourceIp</ip> \
<caller>$context.identity.caller</caller> \
<user>$context.identity.user</user> \
<requestTime>$context.requestTime</requestTime> \
<httpMethod>$context.httpMethod</httpMethod> \
<resourcePath>$context.resourcePath</resourcePath> \
<status>$context.status</status> \
<protocol>$context.protocol</protocol> \
<responseLength>$context.responseLength</responseLength> \
</request>

継続文字 (\) は、視覚補助を目的としたものです。ログ形式は 1 行である必要があります。ログ形式の
末尾に改行文字 (\n) を追加して、各ログエントリの末尾に改行を含めることができます。
• CSV (カンマ区切り値):
$context.identity.sourceIp,$context.identity.caller,\
$context.identity.user,$context.requestTime,$context.httpMethod,\
$context.resourcePath,$context.protocol,$context.status,\
$context.responseLength,$context.requestId,$context.extendedRequestId

継続文字 (\) は、視覚補助を目的としたものです。ログ形式は 1 行である必要があります。ログ形式の
末尾に改行文字 (\n) を追加して、各ログエントリの末尾に改行を含めることができます。

CloudWatch によるログのアクセス許可
CloudWatch Logs を有効にするには、API Gateway の CloudWatch に対するログの
読み取りと書き込みのアクセス許可をアカウントに付与する必要があります。この
AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs 管理ポリシー (ARN が arn:aws:iam::aws:policy/
service-role/AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs) には、すべての必要なアクセス権限が
あります。
{

"Version": "2012-10-17",
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}

"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:PutLogEvents",
"logs:GetLogEvents",
"logs:FilterLogEvents"
],
"Resource": "*"
}
]

Note
API Gateway は IAM ロールを引き受けるために AWS Security Token Service を呼び出すため、
リージョンで AWS STS が有効になっていることを確認します。詳細については、「AWS リー
ジョンでの AWS STS の管理」を参照してください。
これらのアクセス許可をアカウントに付与するには、apigateway.amazonaws.com を信頼できるエン
ティティとして IAM ロールを作成し、前述のポリシーを IAM ロールにアタッチして、その IAM ロール
の ARN をアカウントの cloudWatchRoleArn プロパティに設定します。cloudWatchRoleArn プロパティ
は、CloudWatch Logs を有効にする AWS リージョンごとに設定する必要があります。
IAM ロール ARN の設定時にエラーが発生した場合は、AWS Security Token Service アカウントの設定を
チェックして、使用しているリージョンで AWS STS が有効になっていることを確認してください。AWS
STS を有効にする方法の詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS リージョンでの AWS STS の管
理」を参照してください。

API Gateway コンソールを使用した CloudWatch による API の
ログの設定
CloudWatch による API のログを設定するには、API をステージにデプロイしておく必要があります。ま
た、アカウントに適切な CloudWatch Logs ロール (p. 645)の ARN を設定しておく必要があります。
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

REST API を選択します。

3.

プライマリナビゲーションパネルで [Settings (設定)] を選択し、[CloudWatch log role ARN
(CloudWatch ログのロール ARN)] に適切なアクセス許可を持つ IAM ロールの ARN を入力します。こ
れは一度行う必要があります。

4.

次のいずれかを行ってください。
a.

既存の API を選択し、ステージを選択します。

b.

API を作成し、ステージにデプロイします。

5.

[ステージエディタ] で [ログ/トレース] を選択します。

6.

実行ログ作成を有効にするには
a.

[CloudWatch 設定] で [CloudWatch Logs の有効化] を選択します。

b.

ドロップダウンメニューから [エラー] または [情報] を選択します。

c.

必要に応じて、[Log full requests/responses data (完全なリクエスト/レスポンスデータをログに記
録する)] を選択して、完全な API リクエストとレスポンスがログに記録されるようにします。こ
のオプションでは、選択する [ログレベル] にかかわらず、[エラー] および [情報] レベルの詳細を
含めて、すべてのリクエストとレスポンスをログに記録します。
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Warning
このログは API のトラブルシューティングに役立ちますが、機密データが記録される可
能性があります。本番稼働用 API では Log full requests/responses data を有
効にしないことをお勧めします。
d.

必要に応じて、[詳細 CloudWatch メトリクスを有効化] を選択します。

CloudWatch のメトリクスの詳細については、「the section called “CloudWatch メトリク
ス” (p. 638)」を参照してください。
7.

8.

アクセスログの作成を有効にするには
a.

[カスタムアクセスのログ記録] の [アクセスログの作成の有効化] を選択します。

b.

[Access Log Destination ARN (アクセスログの送信先 ARN)] にロググループの ARNを入力しま
す。ARN 形式は arn:aws:logs:{region}:{account-id}:log-group:log-group-name
です。

c.

[ログの形式] にログの形式を入力します。[CLF]、[JSON]、[XML]、または [CSV] を選択して、提
供されている例のいずれかをガイドとして使用できます。

[Save Changes] を選択します。

Note
実行ログとアクセスログを互いに独立して有効にすることができます。
これで、API Gateway で API へのリクエストのログを記録する準備が整いました。ステージ設定、ログ、
またはステージ変数を更新するときに API を再デプロイする必要はありません。

API コールのログの Kinesis Data Firehose への記録
API へのクライアントのアクセスに関連する問題のデバッグに役立てるために、API コールのログを
Amazon Kinesis Data Firehose に記録することができます。Kinesis Data Firehose の詳細については、
「Amazon Kinesis Data Firehose とは」を参照してください。
アクセスログでは、CloudWatch または Kinesis Data Firehose のいずれかのみを有効にできます。両方
を有効にすることはできません。ただし、実行ログで CloudWatch を有効にし、アクセスログで Kinesis
Data Firehose を有効にすることはできます。
トピック
• API Gateway での Kinesis Data Firehose によるログの形式 (p. 647)
• Kinesis Data Firehose によるログのアクセス許可 (p. 647)
• API Gateway コンソールを使用した Kinesis Data Firehose によるアクセスログの設定 (p. 648)

API Gateway での Kinesis Data Firehose によるログの形式
Kinesis Data Firehose によるログでは、CloudWatch によるログと同じ形式が使用されます。

Kinesis Data Firehose によるログのアクセス許可
ステージに対して Kinesis Data Firehose によるアクセスログを有効にすると、サービスにリンクさ
れたロールがアカウントにない場合は API Gateway によってロールが作成されます。このロールは
AWSServiceRoleForAPIGateway という名前で、APIGatewayServiceRolePolicy マネージドポリ
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シーがロールにアタッチされます。サービスにリンクされたロールの詳細については、「サービスにリン
クされたロールの使用」を参照してください。

Note
Kinesis Data Firehose の配信ストリームの名前は、amazon-apigateway-{your-deliverystream-name} にする必要があります。

API Gateway コンソールを使用した Kinesis Data Firehose によ
るアクセスログの設定
API ログ作成を設定するには、API をステージにデプロイする必要があります。また、Kinesis Data
Firehose の配信ストリームを作成しておく必要があります。
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

次のいずれかを行ってください。
a.

既存の API を選択し、ステージを選択します。

b.

API を作成し、ステージにデプロイします。

3.

[ステージエディタ] で [ログ/トレース] を選択します。

4.

Kinesis Data Firehose の配信ストリームへのアクセスログを有効にするには、次の手順を実行しま
す。
a.

[カスタムアクセスのログ記録] の [アクセスログの作成の有効化] を選択します。

b.

[Access Log Destination ARN (アクセスログの宛先 ARN)] に、Kinesis Data Firehose の配信ス
トリームの ARNを入力します。ARN 形式は arn:aws:firehose:{region}:{accountid}:deliverystream/amazon-apigateway-{your-delivery-stream-name} です。

Note
配信ストリームの名前は amazon-apigateway-{your-delivery-stream-name} で
ある必要があります。
c.
5.

[ログの形式] にログの形式を入力します。[CLF]、[JSON]、[XML]、または [CSV] を選択して、提
供されている例のいずれかをガイドとして使用できます。

[Save Changes] を選択します。

これで、API Gateway で API へのリクエストのログを Kinesis Data Firehose に記録する準備が整いまし
た。ステージ設定、ログ、またはステージ変数を更新するときに API を再デプロイする必要はありませ
ん。

X-Ray を使用した REST API へのユーザーリクエスト
のトレース
AWS X-Ray を使用して、Amazon API Gateway の REST API から基盤となるサービスへのユーザーリ
クエストの流れをトレースして分析することができます。API Gateway では、API Gateway のすべての
REST API エンドポイントタイプ (リージョン、エッジ最適化、プライベート) で X-Ray によるトレー
スがサポートされています。X-Ray は、X-Ray を利用できるすべての AWS リージョンで Amazon API
Gateway と併用できます。
X-Ray では、リクエスト全体をエンドツーエンドで確認できるため、API とそのバックエンドのサービス
のレイテンシーを分析することができます。X-Ray のサービスマップを使用して、リクエスト全体のレイ
テンシーや X-Ray と統合されているダウンストリームのサービスのレイテンシーを確認できます。また、
サンプリングルールを設定することで、X-Ray で記録するリクエストとサンプリングレートを条件に応じ
て指定できます。
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既にトレースされているサービスから API Gateway の API を呼び出すと、API Gateway はその API に対
して X-Ray によるトレースが有効になっていない場合でもトレースを行います。
X-Ray は、API のステージに対して、API Gateway コンソールを使用するか、API Gateway の API または
CLI を使用して有効にすることができます。
トピック
• API Gateway REST API を使用した AWS X-Ray のセットアップ (p. 649)
• API Gateway での AWS X-Ray サービスマップとトレースビューの使用 (p. 651)
• API Gateway API の AWS X-Ray サンプリングルールの設定 (p. 654)
• Amazon API Gateway API に対する AWS X-Ray トレースを理解する (p. 656)

API Gateway REST API を使用した AWS X-Ray のセットアップ
このセクションでは、API Gateway REST API を使用して AWS X-Ray をセットアップする方法について
詳しく説明します。
トピック
• API Gateway での X-Ray のトレースモード (p. 649)
• X-Ray によるトレースのアクセス許可 (p. 650)
• API Gateway コンソールでの X-Ray によるトレースの有効化 (p. 650)
• API Gateway CLI を使用した AWS X-Ray トレースの有効化 (p. 650)

API Gateway での X-Ray のトレースモード
アプリケーションを経由するリクエストのパスは、トラック ID を使用して追跡されます。トレースで
は、1 つのリクエスト (通常は HTTP GET または POST リクエスト) で生成されたセグメントをすべて収集
します。
API Gateway の API のトレースには、次の 2 つのモードがあります。
• パッシブ: API のステージに対して X-Ray によるトレースを有効にしていない場合は、これがデフォル
トの設定です。この方法では、API Gateway の API は、アップストリームのサービスで X-Ray が有効に
なっている場合にのみトレースされます。
• アクティブ: API Gateway の API のステージに対してこの設定を行っている場合、API Gateway は XRay で指定されているサンプリングアルゴリズムに基づいて API の呼び出しのリクエストを自動でサン
プリングします。
ステージに対してアクティブトレースを有効にすると、サービスにリンクされたロール
がアカウントにない場合は API Gateway によってロールが作成されます。このロールは
AWSServiceRoleForAPIGateway という名前で、APIGatewayServiceRolePolicy マネージドポ
リシーがロールにアタッチされます。サービスにリンクされたロールの詳細については、「サービスに
リンクされたロールの使用」を参照してください。

Note
X-Ray はサンプリングアルゴリズムを適用することでトレースを効率的にしつつ、API が受け
取るリクエストの代表的なサンプルを提供します。デフォルトのサンプリングアルゴリズムは
1 秒間につき 1 リクエストで、この制限を超えた場合はリクエストの 5 パーセントがサンプリ
ングされます。
API のトレースモードは、API Gateway マネジメントコンソール、API Gateway CLI、または AWS SDK
を使用して変更できます。
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X-Ray によるトレースのアクセス許可
ステージに対して X-Ray によるトレースを有効にすると、サービスにリンクされたロール
がアカウントにない場合は API Gateway によってロールが作成されます。このロールは
AWSServiceRoleForAPIGateway という名前で、APIGatewayServiceRolePolicy マネージドポリ
シーがロールにアタッチされます。サービスにリンクされたロールの詳細については、「サービスにリン
クされたロールの使用」を参照してください。

API Gateway コンソールでの X-Ray によるトレースの有効化
Amazon API Gateway コンソールを使用して、API のステージに対してアクティブトレースを有効にする
ことができます。
これらのステップでは、すでに API をステージにデプロイしていることを前提としています。
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

[API] ペインで、API を選択し、[ステージ] を選択します。

3.

[ステージ] ペインで、ステージの名前を選択します。

4.

[ステージエディター] ペインで、[ログ/トレース] タブを選択します。

5.

X-Ray によるアクティブトレースを有効にするには、[X-Ray Tracing (X-Ray トレース)] で [Enable XRay Tracing (X-Ray トレースの有効化)] を選択します。

6.

必要に応じて、[Set X-Ray Sampling Rules (X-Ray サンプリングルールの設定)] を選択して X-Ray コ
ンソールに移動し、サンプリングルールを設定 (p. 654)します。

API のステージに対して X-Ray を有効にすると、X-Ray マネジメントコンソールを使用してトレースと
サービスマップを表示できます。

API Gateway CLI を使用した AWS X-Ray トレースの有効化
AWS CLI を使用して、API ステージの作成時にステージに対して X-Ray のアクティブトレースを有効化す
るには、次の例のように create-stage コマンドを呼び出します。
aws apigateway create-stage \
--rest-api-id {rest-api-id} \
--stage-name {stage-name} \
--deployment-id {deployment-id} \
--region {region} \
--tracing-enabled=true

呼び出しが成功したときの出力例を次に示します。
{

}

"tracingEnabled": true,
"stageName": {stage-name},
"cacheClusterEnabled": false,
"cacheClusterStatus": "NOT_AVAILABLE",
"deploymentId": {deployment-id},
"lastUpdatedDate": 1533849811,
"createdDate": 1533849811,
"methodSettings": {}

AWS CLI を使用して、API ステージの作成時にステージに対して X-Ray のアクティブトレースを無効化す
るには、次の例のように create-stage コマンドを呼び出します。
aws apigateway create-stage \
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--rest-api-id {rest-api-id} \
--stage-name {stage-name} \
--deployment-id {deployment-id} \
--region {region} \
--tracing-enabled=false

呼び出しが成功したときの出力例を次に示します。
{

}

"tracingEnabled": false,
"stageName": {stage-name},
"cacheClusterEnabled": false,
"cacheClusterStatus": "NOT_AVAILABLE",
"deploymentId": {deployment-id},
"lastUpdatedDate": 1533849811,
"createdDate": 1533849811,
"methodSettings": {}

AWS CLI を使用して、既にデプロイされている API に対して X-Ray のアクティブトレースを有効化する
には、次のように update-stage コマンドを呼び出します。
aws apigateway update-stage \
--rest-api-id {rest-api-id} \
--stage-name {stage-name} \
--patch-operations op=replace,path=/tracingEnabled,value=true

AWS CLI を使用して、既にデプロイされている API に対して X-Ray のアクティブトレースを無効化する
には、次の例のように update-stage コマンドを呼び出します。
aws apigateway update-stage \
--rest-api-id {rest-api-id} \
--stage-name {stage-name} \
--region {region} \
--patch-operations op=replace,path=/tracingEnabled,value=false

呼び出しが成功したときの出力例を次に示します。
{

}

"tracingEnabled": false,
"stageName": {stage-name},
"cacheClusterEnabled": false,
"cacheClusterStatus": "NOT_AVAILABLE",
"deploymentId": {deployment-id},
"lastUpdatedDate": 1533850033,
"createdDate": 1533849811,
"methodSettings": {}

API のステージに対して X-Ray を有効にしたら、X-Ray CLI を使用してトレース情報を取得します。詳細
については、「AWS CLI での AWS X-Ray API の使用」を参照してください。

API Gateway での AWS X-Ray サービスマップとトレースビュー
の使用
このセクションでは、AWS X-Ray サービスマップとトレースビューを API Gateway で使用する方法につ
いて詳しく説明します。
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サービスマップとトレースビューの詳細、およびそれらの解釈方法については、AWS X-Ray コンソールを
参照してください。
トピック
• X-Ray のサービスマップの例 (p. 652)
• X-Ray のトレースビューの例 (p. 654)

X-Ray のサービスマップの例
AWS X-Ray サービスマップは、API とそのすべてのダウンストリームサービスに関する情報を表示しま
す。API Gateway で API のステージに対して X-Ray を有効にすると、サービスマップにノードが表示さ
れ、API Gateway のサービスにかかった全体の時間についての情報が示されます。レスポンスのステー
タスに関する詳細情報、および選択されたタイムフレームの API 応答時間のヒストグラムを取得できま
す。AWS Lambda や Amazon DynamoDB などの AWS のサービスと統合している API では、それらの
サービスに関連するパフォーマンスメトリクスを提供するノードの数が多くなります。API ステージごと
にサービスマップが作成されます。
以下の例に示しているのは、test という API の xray ステージのサービスマップです。この API は
Lambda と統合されており、Lambda オーソライザー関数とバックエンドの Lambda 関数を使用していま
す。ノードは、API Gateway サービス、Lambda サービス、2 つの Lambda 関数を表しています。
サービスマップの構造の詳細については、「サービスマップの表示」を参照してください。

サービスマップから拡大して API ステージのトレースビューを表示できます。トレースには、API に関す
る詳細情報が、セグメントおよびサブセグメントとして表示されます。例えば、上記のサービスマップの
トレースには、Lambda サービスと Lambda 関数のセグメントが含まれます。詳細については、「AWS XRay トレースとしての Lambda」を参照してください。
X-Ray のサービスマップでノードまたはエッジを選択すると、X-Ray コンソールにレイテンシーの分布の
ヒストグラムが表示されます。レイテンシーのヒストグラムを使用して、サービスでリクエストを完了す
るのにかかる時間を確認できます。次の図は、上記のサービスマップの xray/test という API Gateway
のステージのヒストグラムです。レイテンシー分散ヒストグラムの詳細な説明については、「AWS X-Ray
コンソールでレイテンシーのヒストグラムを使用する」を参照してください。
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X-Ray のトレースビューの例
次の図は、上記の API の例で生成されたトレースビューであり、バックエンドの Lambda 関数と Lambda
オーソライザー関数が示されています。正常に行われた API メソッドリクエストと、レスポンスコード
200 を示しています。
トレースビューの詳細については、「トレースの表示」を参照してください。

API Gateway API の AWS X-Ray サンプリングルールの設定
AWS X-Ray コンソールまたは SDK を使用して、Amazon API Gateway API のサンプリングルールを設定
できます。サンプリングルールでは、API で X-Ray が記録するリクエストを指定します。サンプリング
ルールをカスタマイズすることで、コードを変更または再デプロイすることなく、その場で、記録するレ
コードの量を制御したり、サンプリング動作を変更したりできます。
X-Ray のサンプリングルールを指定する前に、X-Ray デベロッパーガイドの以下のトピックを参照してく
ださい。
• AWS X-Ray コンソールでのサンプリングルールの設定
• X-Ray API でのサンプリングルールの使用
トピック
• API Gateway の API に関連する X-Ray のサンプリングルールのオプション値 (p. 654)
• X-Ray のサンプリングルールの例 (p. 655)

API Gateway の API に関連する X-Ray のサンプリングルールのオプション値
API Gateway に関連する X-Ray のサンプリングのオプションを以下に示します。文字列値では、ワイルド
カードを使用して、1 つの文字列 (?) またはゼロ以上の文字 (*) に一致させることができます。[リザーバ]
および [レート] 設定の使用に関する詳細な説明を含む詳細については、「AWS X-Ray コンソールでのサ
ンプリングルールの設定」を参照してください。
• [Rule name (ルール名)] (文字列) - ルールの一意の名前。
• [Priority (優先度)] (1～9999 の整数) - サンプリングルールの優先度。サービスでは、優先度の昇順でルー
ルが評価され、一致する最初のルールを使用してサンプリングの決定が行われます。
• [Reservoir (リザーバ)] (負ではない整数) - 固定レートを適用するまでに 1 秒あたりの一致するリクエス
トを計測する上限の固定数。リザーバはサービスで直接使用されませんが、ルールを一括して使用する
すべてのサービスに適用されます。
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• [Rate (レート)] (0～100) - リザーバの上限に達した後に一致するリクエストを計測するサンプリング
率。
• [Service name (サービス名)] (文字列) - {api-name}/{stage-name} 形式の API のステージ名。たと
えば、PetStore (p. 36) サンプル API を test というステージにデプロイする場合、サンプリングルール
で指定する [サービス名] の値は pets/test となります。
• [Service type (サービスタイプ)] (文字列) - API Gateway の API では、AWS::ApiGateway::Stage また
は AWS::ApiGateway::* を指定できます。
• [Host (ホスト)] (文字列) - HTTP ヘッダーの Host のホスト名。これを * に設定すると、すべてのホス
ト名に対して一致します。または、一致させる完全なホスト名または部分的なホスト名を指定できます
(例: api.example.com または *.example.com)。
• [Resource ARN] (リソース ARN) (文字列) - API ステージの ARN (arn:aws:apigateway:region::/
restapis/api-id/stages/stage-name など)。
ステージ名は、コンソールや API Gateway の CLI または API から取得できます。ARN の形式の詳細に
ついては、Amazon Web Services 全般のリファレンスを参照してください。
• [HTTP method (HTTP メソッド)] (文字列) - サンプリングするメソッド (例: GET)。
• [URL path] (URL パス) (文字列) — リクエストの URL パス。
• (オプション) [Attributes (属性)] (キーと値) - 元の HTTP リクエストのヘッダー (例:
Connection、Content-Length、Content-Type)。各属性の値は、最大 32 文字とすることができま
す。

X-Ray のサンプリングルールの例
サンプリングルールの例 1
このルールでは、GET ステージの testxray API に対するすべての test リクエストをサンプリングしま
す。
• ルール名 - test-sampling
• 優先度 - 17
• リザーバのサイズ - 10
• 固定レート - 10
• サービス名 - testxray/test
• サービスタイプ - AWS::ApiGateway::Stage
• HTTP メソッド - GET
• リソース ARN - *
• ホスト - *
サンプリングルールの例 2
このルールでは、testxray ステージの prod API に対するすべてのリクエストをサンプリングします。
• ルール名 - prod-sampling
• 優先度 - 478
• リザーバのサイズ - 1
• 固定レート - 60
• サービス名 - testxray/prod
• サービスタイプ - AWS::ApiGateway::Stage
• HTTP メソッド - *
• リソース ARN - *
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• ホスト - *
• 属性 - {}

Amazon API Gateway API に対する AWS X-Ray トレースを理解
する
このセクションでは、Amazon API Gateway API に対する AWS X-Ray トレースのセグメント、サブセグ
メント、およびその他のトレースフィールドについて説明します。
このセクションを読む前に、AWS X-Ray デベロッパーガイドの以下のトピックを参照してください。
• AWS X-Ray コンソール
• AWS X-Ray セグメントドキュメント
• AWS X-Ray の概念
トピック
• API Gateway の API のトレースに関連するオブジェクトの例 (p. 656)
• トレースについて (p. 657)

API Gateway の API のトレースに関連するオブジェクトの例
このセクションでは、API Gateway の API のトレースに関連するいくつかのオブジェクトについて説明し
ます。
注釈
注釈は、セグメントとサブセグメントに表示されます。これらは、トレースをフィルタリングするため
に、サンプリングルールでフィルタ式として使用されます。詳細については、「AWS X-Ray コンソールで
のサンプリングルールの設定」を参照してください。
annotations オブジェクトの例を以下に示します。この例では、API のステージは、API の ID と API の
ステージ名によって識別されます。
"annotations": {
"aws:api_id": "a1b2c3d4e5",
"aws:api_stage": "dev"
}

AWS リソースデータ
aws オブジェクトは、セグメントでのみ使用されます。次に示す例は、デフォルトのサンプリングルー
ルに一致する aws オブジェクトです。サンプリングルールの詳細な説明については、「AWS X-Ray コン
ソールのサンプリングルールの設定」を参照してください。
"aws": {
"xray": {
"sampling_rule_name": "Default"
},
"api_gateway": {
"account_id": "123412341234",
"rest_api_id": "a1b2c3d4e5",
"stage": "dev",
"request_id": "a1b2c3d4-a1b2-a1b2-a1b2-a1b2c3d4e5f6"
}
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トレースについて
次の例は、API Gateway のステージのトレースのセグメントを示しています。トレースセグメントを構成
するフィールドの詳細な説明については、AWS X-Ray デベロッパーガイドの「AWS X-Ray セグメントド
キュメント」を参照してください。
{

"Document": {
"id": "a1b2c3d4a1b2c3d4",
"name": "testxray/dev",
"start_time": 1533928226.229,
"end_time": 1533928226.614,
"metadata": {
"default": {
"extended_request_id": "abcde12345abcde=",
"request_id": "a1b2c3d4-a1b2-a1b2-a1b2-a1b2c3d4e5f6"
}
},
"http": {
"request": {
"url": "https://example.com/dev?
username=demo&message=hellofromdemo/",
"method": "GET",
"client_ip": "192.0.2.0",
"x_forwarded_for": true
},
"response": {
"status": 200,
"content_length": 0
}
},
"aws": {
"xray": {
"sampling_rule_name": "Default"
},
"api_gateway": {
"account_id": "123412341234",
"rest_api_id": "a1b2c3d4e5",
"stage": "dev",
"request_id": "a1b2c3d4-a1b2-a1b2-a1b2-a1b2c3d4e5f6"
}
},
"annotations": {
"aws:api_id": "a1b2c3d4e5",
"aws:api_stage": "dev"
},
"trace_id": "1-a1b2c3d4-a1b2c3d4a1b2c3d4a1b2c3d4",
"origin": "AWS::ApiGateway::Stage",
"resource_arn": "arn:aws:apigateway:us-east-1::/restapis/a1b2c3d4e5/stages/
dev",
"subsegments": [
{
"id": "abcdefgh12345678",
"name": "Lambda",
"start_time": 1533928226.233,
"end_time": 1533928226.6130002,
"http": {
"request": {
"url": "https://example.com/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-east-1:123412341234:function:xray123/invocations",
"method": "GET"
},
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"response": {
"status": 200,
"content_length": 62
}

]

}

}

},
"aws": {
"function_name": "xray123",
"region": "us-east-1",
"operation": "Invoke",
"resource_names": [
"xray123"
]
},
"namespace": "aws"

},
"Id": "a1b2c3d4a1b2c3d4"
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HTTP API の操作
REST API と HTTP API は、いずれも RESTful API 製品です。REST API は HTTP API よりも多くの機能
をサポートしていますが、HTTP API は低価格で提供できるように最小限の機能で設計されています。詳
細については、「the section called “REST API と HTTP API 間で選択する ” (p. 9)」を参照してください。
HTTP API を使用して、AWS Lambda 関数またはルーティング可能な HTTP エンドポイントにリクエスト
を送信できます。たとえば、バックエンドの Lambda 関数と統合する HTTP API を作成できます。クライ
アントが API を呼び出すと、API Gateway はリクエストを Lambda 関数に送信し、関数のレスポンスをク
ライアントに返します。
HTTP API は、OpenID Connect および OAuth 2.0 認証をサポートしています。クロスオリジンリソース共
有 (CORS) と自動デプロイのサポートが組み込まれています。
AWS マネジメントコンソール、AWS CLI、API、AWS CloudFormation、または SDK を使用して HTTP
API を作成できます。
トピック
• API Gateway での HTTP API の開発 (p. 659)
• 顧客が呼び出すための HTTP API の公開 (p. 696)
• HTTP API の保護 (p. 702)
• HTTP API のモニタリング (p. 707)
• HTTP API に関する問題のトラブルシューティング (p. 715)

API Gateway での HTTP API の開発
このセクションでは、API Gateway API の開発中に必要な API Gateway 機能について詳しく説明します。
API Gateway API の開発中、API の特性をいくつか決定することになります。これらの特性は API のユー
スケースによって異なります。たとえば、API を特定のクライアントのみが呼び出せるようにしたり、す
べてのユーザーが利用できるようにしたりできます。API コールで Lambda 関数の実行、データベースク
エリの作成やアプリケーションの呼び出しができます。
トピック
• HTTP API の作成 (p. 659)
• HTTP API のルートの使用 (p. 660)
• API Gateway での HTTP API へのアクセスの制御と管理 (p. 662)
• HTTP API の統合の設定 (p. 671)
• HTTP API の CORS の設定 (p. 684)
• API リクエストとレスポンスの変換 (p. 685)
• HTTP API の OpenAPI 定義の使用 (p. 690)

HTTP API の作成
機能する API を作成するには、少なくとも 1 つのルート、統合、ステージ、およびデプロイが必要です。
次の例は、AWS Lambda または HTTP 統合、ルート、および変更を自動的にデプロイするように設定され
たデフォルトステージを持つ API を作成する方法を示しています。
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このガイドは、ユーザーが既に API Gateway と Lambda に関する知識を持っていることを前提としていま
す。より詳細なガイドについては、「開始方法 (p. 15)」を参照してください。
トピック
• を使用して HTTP API を作成するAWS Management Console (p. 660)
• AWS CLI を使用して HTTP API を作成する (p. 660)

を使用して HTTP API を作成するAWS Management Console
1.

API Gateway コンソールを開きます。

2.
3.

[Create API] を選択します。
[HTTP API] で、[Build (ビルド)] を選択します。

4.

[統合の追加] を選択し、AWS Lambda 関数を選択するか、HTTP エンドポイントを入力します。

5.

[Name (名前)] に、API の名前を指定します。

6.

[Review and create] を選択します。

7.

[Create] を選択します。

これで、API を呼び出す準備ができました。API をテストするには、呼び出し URL をブラウザに入力する
か、Curl を使用します。
curl https://api-id.execute-api.us-east-2.amazonaws.com

AWS CLI を使用して HTTP API を作成する
クイック作成を使用して、Lambda または HTTP 統合、デフォルトのキャッチオールルート、変更を自動
的にデプロイするように設定されたデフォルトステージを持つ API を作成できます。次のコマンドは、ク
イック作成を使用して、バックエンドで Lambda 関数と統合する API を作成します。

Note
Lambda 統合を呼び出すには、必要なアクセス許可が API Gateway に必要です。リソースベース
のポリシーまたは IAM ロールを使用して、Lambda 関数を呼び出す API Gateway のアクセス許可
を付与できます。詳細については、AWS Lambda デベロッパーガイドの「AWS Lambda のアク
セス許可」を参照してください。

Example
aws apigatewayv2 create-api --name my-api --protocol-type HTTP --target arn:aws:lambda:useast-2:123456789012:function:function-name

これで、API を呼び出す準備ができました。API をテストするには、呼び出し URL をブラウザに入力する
か、Curl を使用します。
curl https://api-id.execute-api.us-east-2.amazonaws.com

HTTP API のルートの使用
ルートは、直接の受信 API リクエストをバックエンドリソースにルーティングします。ルートは、HTTP
メソッドとリソースパスという 2 つの部分で構成されます (例: GET /pets)。ルートに特定の HTTP メ
ソッドを定義できます。または、ANY メソッドを使用して、リソースに対して定義していないすべてのメ
ソッドを一致させることができます。他のどのルートとも一致しないリクエストのキャッチオールとして
機能する $default ルートを作成できます。
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パス変数の操作
HTTP API ルートでパス変数を使用できます。
たとえば、GET /pets/{petID} ルートは、クライアントが GET に送信する https://apiid.execute-api.us-east-2.amazonaws.com/pets/6 リクエストをキャッチします。
greedy パス変数は、ルートのすべての子リソースをキャッチします。greedy パス変数を作成するには、
変数名に + を追加します (例: {proxy+})。greedy パス変数は、リソースパスの末尾にある必要がありま
す。

クエリ文字列パラメータの操作
デフォルトでは、API Gateway は HTTP API へのリクエストにクエリ文字列パラメータが含まれている場
合、バックエンド統合にクエリ文字列パラメータを送信します。
たとえば、クライアントが https://api-id.execute-api.us-east-2.amazonaws.com/pets?
id=4&type=dog にリクエストを送信すると、クエリ文字列パラメータ ?id=4&type=dog が統合に送信
されます。

$default ルートの操作
$default ルートは、API 内の他のルートと明示的に一致しないリクエストをキャッチします。
$default ルートがリクエストを受信すると、API Gateway は完全なリクエストパスを統合に送信し
ます。たとえば、$default ルートのみを持つ API を作成し、ANY メソッドで https://petstoredemo-endpoint.execute-api.com HTTP エンドポイントと統合できます。https://apiid.execute-api.us-east-2.amazonaws.com/store/checkout にリクエストを送信すると、API
Gateway は https://petstore-demo-endpoint.execute-api.com/store/checkout にリクエス
トを送信します。
HTTP 統合の詳細については、「HTTP API の HTTP プロキシ統合の使用 (p. 675)」を参照してくださ
い。

API リクエストのルーティング
クライアントが API リクエストを送信すると、API Gateway はまずリクエストをルーティングするス
テージを決定します。リクエストがステージと明示的に一致する場合、API Gateway はそのステージに
リクエストを送信します。リクエストに完全に一致するステージがない場合、API Gateway はリクエス
トを $default ステージに送信します。$default ステージがない場合、API は {"message":"Not
Found"} を返します。
ステージを選択した後、API Gateway はルートを選択します。API Gateway は、次の優先順位を使用し
て、最も具体的な一致を持つルートを選択します。
1. ルートとメソッドの完全一致。
2. greedy パス変数 ({proxy+})を持つルートとメソッドを一致させます。
3. $default ルート。
リクエストに一致するルートがない場合、API Gateway は {"message":"Not Found"} をクライアント
に返します。
たとえば、$default ステージがある API と、次のルート例を考えてみます。
1. GET /pets/dog/1
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2. GET /pets/dog/{id}
3. GET /pets/{proxy+}
4. ANY /{proxy+}
5. $default
次の表は、API Gateway がリクエストをルート例にルーティングする方法をまとめたものです。

リクエスト

選択されたルート

説明

GET https://apiGET /pets/dog/1
id.executeapi.region.amazonaws.com/
pets/dog/1

リクエストはこの静的ルートに
完全に一致します。

GET https://apiGET /pets/dog/{id}
id.executeapi.region.amazonaws.com/
pets/dog/2

リクエストはこのルートに完全
に一致します。

GET https://apiGET /pets/{proxy+}
id.executeapi.region.amazonaws.com/
pets/cat/1

リクエストがルートに完全に一
致していません。GET メソッド
と greedy パス変数を持つルート
は、このリクエストをキャッチ
します。

POST https://apiANY /{proxy+}
id.executeapi.region.amazonaws.com/
test/5

ANY メソッドは、ルートに対
して定義していないすべてのメ
ソッドに一致します。greedy パ
ス変数を持つルートの優先順位
は、$default ルートよりも高
くなります。

API Gateway での HTTP API へのアクセスの制御と管
理
API Gateway は HTTP API へのアクセスを制御し管理する複数のメカニズムをサポートしています。
• Lambda オーソライザーは、Lambda 関数を使用して API へのアクセスを制御します。詳細について
は、「HTTP API の AWS Lambda オーソライザーの使用 (p. 662)」を参照してください。
• JWT オーソライザーは、JSON ウェブトークンを使用して API へのアクセスをコントロールします。詳
細については、「JWT オーソライザーを使用した HTTP API へのアクセスの制御 (p. 669)」を参照し
てください。
• 標準の AWS IAM ロールとポリシーは、柔軟で堅牢なアクセス制御を提供します。IAM ロールとポリ
シーを使用して、どのユーザーが API を呼び出すことができるだけでなく、作成および管理することも
できるかをコントロールできます。詳細については、「IAM 認証の使用 (p. 670)」を参照してくださ
い。

HTTP API の AWS Lambda オーソライザーの使用
Lambda オーソライザーを使用し、Lambda 関数を使用して HTTP API へのアクセスを制御します。次
に、クライアントが API を呼び出すと、API Gateway が Lambda 関数を呼び出します。API Gateway
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は、Lambda 関数からのレスポンスを使用して、クライアントが API にアクセスできるかどうかを判断し
ます。

ペイロード形式バージョン
オーソライザーの’ペイロード形式バージョンでは、API Gateway が Lambda 認証に送信するデータの形
式と、API Gateway が Lambda からのレスポンスをどのように解釈するかを指定します。ペイロード形
式バージョンを指定しない場合、AWS Management Console はデフォルトで最新バージョンを使用しま
す。AWS CLI、AWS CloudFormation、または SDK を使用して Lambda オーソライザーを作成する場合
は、authorizerPayloadFormatVersion を指定する必要があります。サポートされる値は 1.0 と
2.0 です。
REST APIとの互換性が必要な場合は、バージョン 1.0 を使用してください。
次の例は、各ペイロード形式バージョンの構造を示しています。
2.0
{

"version": "2.0",
"type": "REQUEST",
"routeArn": "arn:aws:execute-api:us-east-1:123456789012:abcdef123/test/GET/request",
"identitySource": ["user1", "123"],
"routeKey": "$default",
"rawPath": "/my/path",
"rawQueryString": "parameter1=value1&parameter1=value2&parameter2=value",
"cookies": ["cookie1", "cookie2"],
"headers": {
"Header1": "value1",
"Header2": "value2"
},
"queryStringParameters": {
"parameter1": "value1,value2",
"parameter2": "value"
},
"requestContext": {
"accountId": "123456789012",
"apiId": "api-id",
"authentication": {
"clientCert": {
"clientCertPem": "CERT_CONTENT",
"subjectDN": "www.example.com",
"issuerDN": "Example issuer",
"serialNumber": "a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1",
"validity": {
"notBefore": "May 28 12:30:02 2019 GMT",
"notAfter": "Aug 5 09:36:04 2021 GMT"
}
}
},
"domainName": "id.execute-api.us-east-1.amazonaws.com",
"domainPrefix": "id",
"http": {
"method": "POST",
"path": "/my/path",
"protocol": "HTTP/1.1",
"sourceIp": "IP",
"userAgent": "agent"
},
"requestId": "id",
"routeKey": "$default",
"stage": "$default",
"time": "12/Mar/2020:19:03:58 +0000",
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}

"timeEpoch": 1583348638390
},
"pathParameters": { "parameter1": "value1" },
"stageVariables": { "stageVariable1": "value1", "stageVariable2": "value2" }

1.0
{

}

"version": "1.0",
"type": "REQUEST",
"methodArn": "arn:aws:execute-api:us-east-1:123456789012:abcdef123/test/GET/request",
"identitySource": "user1,123",
"authorizationToken": "user1,123",
"resource": "/request",
"path": "/request",
"httpMethod": "GET",
"headers": {
"X-AMZ-Date": "20170718T062915Z",
"Accept": "*/*",
"HeaderAuth1": "headerValue1",
"CloudFront-Viewer-Country": "US",
"CloudFront-Forwarded-Proto": "https",
"CloudFront-Is-Tablet-Viewer": "false",
"CloudFront-Is-Mobile-Viewer": "false",
"User-Agent": "..."
},
"queryStringParameters": {
"QueryString1": "queryValue1"
},
"pathParameters": {},
"stageVariables": {
"StageVar1": "stageValue1"
},
"requestContext": {
"path": "/request",
"accountId": "123456789012",
"resourceId": "05c7jb",
"stage": "test",
"requestId": "...",
"identity": {
"apiKey": "...",
"sourceIp": "...",
"clientCert": {
"clientCertPem": "CERT_CONTENT",
"subjectDN": "www.example.com",
"issuerDN": "Example issuer",
"serialNumber": "a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1",
"validity": {
"notBefore": "May 28 12:30:02 2019 GMT",
"notAfter": "Aug 5 09:36:04 2021 GMT"
}
}
},
"resourcePath": "/request",
"httpMethod": "GET",
"apiId": "abcdef123"
}

Lambda オーソライザーのレスポンス形式
ペイロード形式バージョンによって、Lambda 関数から返す必要のあるレスポンスの構造も決まります。
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Lambda 関数レスポンス形式 1.0
1.0 形式バージョンを選択した場合、Lambda オーソライザーは API ルートへのアクセスを許可または
拒否する IAM ポリシーを返す必要があります。ポリシーでは、標準の IAM ポリシー構文を使用できま
す。IAM ポリシーの例については、「the section called “ API を呼び出すためのアクセスの制御” (p. 245)」
を参照してください。context オブジェクトはオプションです。$context.authorizer.property を
使用して、コンテキストプロパティを Lambda 統合に渡したり、ログにアクセスしたりできます。詳細に
ついては、「the section called “ログ記録変数” (p. 710)」を参照してください。

Example
{

"principalId": "abcdef", // The principal user identification associated with the token
sent by the client.
"policyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": "execute-api:Invoke",
"Effect": "Allow|Deny",
"Resource": "arn:aws:execute-api:{regionId}:{accountId}:{apiId}/{stage}/{httpVerb}/
[{resource}/[{child-resources}]]"
}
]
},
"context": {
"exampleKey": "exampleValue"
}
}

Lambda 関数レスポンス形式 2.0
2.0 形式バージョンを選択した場合は、Lambda 関数から、ブール値を返すか、標準の IAM ポリシー構文
を使用する IAM ポリシーを返すことができます。ブール値を返すには、オーソライザーの簡易レスポンス
を有効にします。以下の例では、Lambda 関数から返すようにコーディングする必要のある形式を示して
います。context オブジェクトはオプションです。$context.authorizer.property を使用して、
コンテキストプロパティを Lambda 統合に渡したり、ログにアクセスしたりできます。詳細については、
「the section called “ログ記録変数” (p. 710)」を参照してください。
Simple response
{

}

"isAuthorized": true/false,
"context": {
"exampleKey": "exampleValue"
}

IAM policy
{

"principalId": "abcdef", // The principal user identification associated with the
token sent by the client.
"policyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": "execute-api:Invoke",
"Effect": "Allow|Deny",
"Resource": "arn:aws:execute-api:{regionId}:{accountId}:{apiId}/{stage}/
{httpVerb}/[{resource}/[{child-resources}]]"
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]

}

}

},
"context": {
"exampleKey": "exampleValue"
}

Lambda オーソライザー関数の例
以下のサンプルの Node.js Lambda 関数では、2.0 ペイロード形式バージョンの場合に Lambda 関数から
返す必要のあるレスポンスの形式を示しています。
Simple response
exports.handler = async(event) => {
let response = {
"isAuthorized": false,
"context": {
"stringKey": "value",
"numberKey": 1,
"booleanKey": true,
"arrayKey": ["value1", "value2"],
"mapKey": {"value1": "value2"}
}
};
if (event.headers.authorization === "secretToken") {
response = {
"isAuthorized": true,
"context": {
"stringKey": "value",
"numberKey": 1,
"booleanKey": true,
"arrayKey": ["value1", "value2"],
"mapKey": {"value1": "value2"}
}
};
}
return response;
};

IAM policy
exports.handler = async(event) => {
if (event.headers.authorization == "secretToken") {
console.log("allowed");
return {
"principalId": "abcdef", // The principal user identification associated with the
token sent by the client.
"policyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Action": "execute-api:Invoke",
"Effect": "Allow",
"Resource": event.routeArn
}]
},
"context": {
"stringKey": "value",
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}
};

"numberKey": 1,
"booleanKey": true,
"arrayKey": ["value1", "value2"],
"mapKey": { "value1": "value2" }

}
else {
console.log("denied");
return {
"principalId": "abcdef", // The principal user identification associated with the
token sent by the client.
"policyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Action": "execute-api:Invoke",
"Effect": "Deny",
"Resource": event.routeArn
}]
},
"context": {
"stringKey": "value",
"numberKey": 1,
"booleanKey": true,
"arrayKey": ["value1", "value2"],
"mapKey": { "value1": "value2" }
}
};
}
};

ID ソース
オプションで、Lambda オーソライザーの ID ソースを指定できます。ID ソースは、リクエストを認可す
るために必要なデータの場所を指定します。例えば、ヘッダーまたはクエリ文字列の値を ID ソースとして
指定できます。ID ソースを指定する場合、クライアントはそれらのソースをリクエストに含める必要があ
ります。クライアントのリクエストに ID ソースが含まれていない場合、API Gateway は Lambda オーソ
ライザーを呼び出さず、クライアントは 401 エラーを受け取ります。以下の ID ソースがサポートされて
います。

選択式
タイプ

例

コメント

ヘッダー値

$request.header.name

ヘッダー名では大文字と小文字
は区別されません。

クエリ文字列値

$request.querystring.name

クエリ文字列名では大文字と小
文字が区別されます。

コンテキスト変数

$context.variableName

サポートされているコンテキス
ト変数 (p. 710)の値。

ステージ変数

$stageVariables.variableName

ステージ変数 (p. 696)の値。

オーソライザーのレスポンスのキャッシュ
authorizerResultTtlInSeconds を指定することで、Lambda オーソライザーのキャッシュを有効にするこ
とができます。オーソライザーのキャッシュが有効になっていると、API Gateway はオーソライザーの
ID ソースをキャッシュキーとして使用します。クライアントが設定済みの TTL 内の ID ソースで同じパラ
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メータを指定した場合、API Gateway は、Lambda 関数を呼び出すのではなく、キャッシュされたオーソ
ライザーの結果を使用します。
キャッシュを有効にするには、オーソライザーに 1 つ以上の ID ソースが必要です。
オーソライザーの簡易レスポンスを有効にすると、オーソライザーのレスポンスは、キャッシュされた ID
ソース値に一致するすべての API リクエストを完全に許可するか、拒否するかになります。より詳細なア
クセス許可が必要な場合は、簡易レスポンスを無効にし、IAM ポリシーが返されるようにします。
デフォルトでは、API Gateway は、オーソライザーを使用する API のすべてのルートに対して、キャッ
シュされたオーソライザーのレスポンスを使用します。ルートごとにレスポンスをキャッシュするには、
オーソライザーの ID ソースに $context.routeKey を追加します。

Lambda オーソライザーの作成
Lambda オーソライザーを作成するときは、API Gateway で使用する Lambda 関数を指定します。関数の
リソースポリシーまたは IAM ロールを使用して Lambda 関数を呼び出すには、API Gateway のアクセス許
可を付与する必要があります。この例では、Lambda 関数を呼び出すアクセス許可を API Gateway に付与
するように関数のリソースポリシーを更新します。
aws apigatewayv2 create-authorizer \
--api-id abcdef123 \
--authorizer-type REQUEST \
--identity-source '$request.header.Authorization' \
--name lambda-authorizer \
--authorizer-uri 'arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/
functions/arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function/invocations' \
--authorizer-payload-format-version '2.0' \
--enable-simple-responses

次のコマンドは、Lambda 関数を呼び出すためのアクセス許可を API Gateway に付与します。API
Gateway に関数を呼び出すアクセス許可がない場合、クライアントは 500 Internal Server Error
を受け取ります。
aws lambda add-permission \
--function-name my-authorizer-function \
--statement-id apigateway-invoke-permissions-abc123 \
--action lambda:InvokeFunction \
--principal apigateway.amazonaws.com \
--source-arn "arn:aws:execute-api:us-west-2:123456789012:api-id/authorizers/authorizerid"

オーソライザーを作成し、呼び出すアクセス許可を API Gateway に付与したら、オーソライザーを使用す
るようにルートを更新します。
aws apigatewayv2 update-route \
--api-id abcdef123 \
--route-id acd123 \
--authorization-type CUSTOM \
--authorizer-id def123

Lambda オーソライザーのトラブルシューティング
API Gateway が Lambda オーソライザーを呼び出せない場合、または Lambda オーソライザーが無効な形
式のレスポンスを返す場合、クライアントは 500 Internal Server Error を受け取ります。
エラーのトラブルシューティングを行うには、API ステージのアクセスログを有効にします (p. 709)。ロ
グ形式に $context.authorizer.error ログ記録変数を含めます。
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API Gateway に関数を呼び出すアクセス許可がないことがログに示されている場合は、関数のリソースポ
リシーを更新するか、IAM ロールを提供して API Gateway にオーソライザーを呼び出すアクセス許可を付
与します。
Lambda 関数が無効なレスポンスを返すことがログに示されている場合は、Lambda 関数が必要な形
式 (p. 664)でレスポンスを返すことを確認してください。

JWT オーソライザーを使用した HTTP API へのアクセスの制御
OpenID Connect (OIDC) および OAuth 2.0 フレームワークの一部として JSON ウェブトークン (JWT) を
使用して、API へのクライアントアクセスを制限できます。
API のルートに JWT オーソライザーを設定する場合、API Gateway はクライアントが API リクエストと
ともに送信する JWT を検証します。API Gateway は、トークンの検証、およびオプションでトークン内
のスコープに基づいてリクエストを許可または拒否します。ルートのスコープを設定する場合、ルートの
スコープを 1 つ以上、トークンに含める必要があります。
API の各ルートに個別のオーソライザーを設定することも、複数のルートに同じオーソライザーを使用す
ることもできます。

Note
JWT アクセストークンを OpenID Connect ID トークンなど他のタイプの JWT と区別する標準的
なメカニズムはありません。API 認証に ID トークンが必要でない限り、認可スコープを要求する
ようにルートを設定することをお勧めします。また、JWT アクセストークンを発行するときにの
み ID プロバイダーが使用する発行者または対象者を要求するように JWT オーソライザーを設定
することもできます。

API リクエストの承認
API Gateway は、次の一般的なワークフローを使用して、JWT オーソライザーを使用するように設定され
たルートへの要求を承認します。
1. identitySource でトークンを確認します。identitySource には、トークンのみを含める
か、Bearer のプレフィックスが付いたトークンのみを含めることができます。
2. トークンをデコードします。
3. 発行者の jwks_uri から取得したパブリックキーを使用して、トークンのアルゴリズムと署名を確認し
ます。現在、RSA ベースのアルゴリズムのみがサポートされています。
4. クレームを検証します。API Gateway は、次のトークンクレームを評価します。
• kid – トークンには、トークンに署名した jwks_uri のキーと一致するヘッダークレームが必要で
す。
• iss – オーソライザーに設定された issuer と一致する必要があります。
• aud または client_id – オーソライザーに設定された audience エントリの 1 つと一致する必要が
あります。
• exp – UTC の現在時刻より後にする必要があります。
• nbf – UTC の現在時刻より前にする必要があります。
• iat – UTC の現在時刻より前にする必要があります。
• scope または scp – トークンには、ルートの authorizationScopes のスコープを少なくとも 1
つ含める必要があります。
これらのいずれかの手順が失敗した場合、API Gateway は API リクエストを拒否します。
API Gateway は JWT を検証した後、トークン内のクレームを API ルートの統合に渡します。JWT クレー
ムには、Lambda 関数などのバックエンドリソースがアクセスできます。例えば、JWT に ID クレーム
emailID が含まれている場合、$event.requestContext.authorizer.jwt.claims.emailID で
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Lambda 統合に使用できます。API Gateway が Lambda 統合に送信するペイロードの詳細については、
「the section called “AWS Lambda の統合” (p. 671)」を参照してください。

JWT オーソライザーを作成する
JWT オーソライザーを作成する前に、クライアントアプリケーションを ID プロバイダーに登録する必要
があります。また、HTTP API を作成しておく必要があります。HTTP API の作成例については、「HTTP
API の作成 (p. 659)」を参照してください。Amazon Cognito を ID プロバイダーとして使用する JWT
オーソライザーを使用して HTTP API を作成する AWS CloudFormation テンプレートの例については、
「http-with-jwt-auth.yaml」を参照してください。
次の AWS CLI コマンドは、Amazon Cognito を ID プロバイダーとして使用する JWT オーソライザーを作
成します。Audience では、Issuer に指定するユーザープールに関連付けられているクライアントの ID
を指定します。
aws apigatewayv2 create-authorizer \
--name authorizer-name \
--api-id api-id \
--authorizer-type JWT \
--identity-source '$request.header.Authorization' \
--jwt-configuration Audience=audience,Issuer=https://cognito-idp.useast-2.amazonaws.com/userPoolID

AWS CLI を使用して JWT オーソライザーを使用するようにルートを更新する
次のコマンドは、JWT オーソライザーを使用するようルートを更新します。
aws apigatewayv2 update-route \
--api-id api-id \
--route-id route-id \
--authorization-type JWT \
--authorizer-id authorizer-id \
--authorization-scopes user.id user.email

IAM 認証の使用
HTTP API ルートに対して IAM 認証を有効にできます。IAM 認証が有効な場合、クライアントは署名バー
ジョン 4 を使用して、AWS 認証情報でリクエストに署名する必要があります。API Gateway は、クライ
アントがルートに対する execute-api アクセス許可を持っている場合にのみ、API ルートを呼び出しま
す。
HTTP API に対する IAM 認証は、REST API (p. 245) に対する認証と同様です。

Note
リソースポリシーは、現在 HTTP API 向けにサポートされていません。
API を呼び出すアクセス許可をクライアントに付与する IAM ポリシーの例については、「the section
called “ API を呼び出すためのアクセスの制御” (p. 245)」を参照してください。

ルートに対する IAM 認証を有効にする
次の AWS CLI コマンドは、HTTP API ルートの IAM 認証を有効にします。
aws apigatewayv2 update-route \
--api-id abc123 \
--route-id abcdef \
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--authorization-type AWS_IAM

HTTP API の統合の設定
統合は、ルートをバックエンドリソースに接続します。HTTP API は、Lambda プロキシ、AWS のサービ
ス、および HTTP プロキシの統合をサポートします。たとえば、API の POST ルートへの /signup リク
エストを設定して、お客様のサインアップを処理する Lambda 関数と統合できます。
トピック
• HTTP API の AWS Lambda プロキシ統合の使用 (p. 671)
• HTTP API の HTTP プロキシ統合の使用 (p. 675)
• HTTP API の AWS のサービス統合の使用 (p. 675)
• HTTP API のプライベート統合の使用 (p. 681)

HTTP API の AWS Lambda プロキシ統合の使用
Lambda プロキシ統合を使用すると、API ルートを Lambda 関数と統合できます。クライアントが API を
呼び出すと、API Gateway はリクエストを Lambda 関数に送信し、関数のレスポンスをクライアントに返
します。HTTP API の作成例については、「HTTP API の作成 (p. 659)」を参照してください。

ペイロード形式バージョン
ペイロード形式バージョンでは、API Gateway が Lambda 統合に送信するデータの形式と、API Gateway
が Lambda からのレスポンスをどのように解釈するかを指定します。ペイロード形式バージョンを指定
しない場合、AWS Management Console はデフォルトで最新バージョンを使用します。AWS CLI、AWS
CloudFormation、SDK を使用して Lambda 統合を作成する場合は、payloadFormatVersion を指定す
る必要があります。サポートされる値は 1.0 と 2.0 です。
次の例は、各ペイロード形式バージョンの構造を示しています。

Note
ヘッダー名は小文字です。
Format 2.0 には multiValueHeaders または multiValueQueryStringParameters フィー
ルドがありません。重複するヘッダーはコンマと結合され、headers フィールドに含まれます。
重複するクエリ文字列はコンマと組み合わされ、queryStringParameters フィールドに含め
られます。
Format 2.0 には新しい cookies フィールドが含まれます。リクエスト内のすべてのクッキー
ヘッダーはコンマで結合され、cookies フィールドに追加されます。クライアントへのレスポン
スでは、各クッキーは set-cookie ヘッダーになります。
2.0
{

"version": "2.0",
"routeKey": "$default",
"rawPath": "/my/path",
"rawQueryString": "parameter1=value1&parameter1=value2&parameter2=value",
"cookies": [
"cookie1",
"cookie2"
],
"headers": {
"header1": "value1",
"header2": "value1,value2"
},
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}

"queryStringParameters": {
"parameter1": "value1,value2",
"parameter2": "value"
},
"requestContext": {
"accountId": "123456789012",
"apiId": "api-id",
"authentication": {
"clientCert": {
"clientCertPem": "CERT_CONTENT",
"subjectDN": "www.example.com",
"issuerDN": "Example issuer",
"serialNumber": "a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1",
"validity": {
"notBefore": "May 28 12:30:02 2019 GMT",
"notAfter": "Aug 5 09:36:04 2021 GMT"
}
}
},
"authorizer": {
"jwt": {
"claims": {
"claim1": "value1",
"claim2": "value2"
},
"scopes": [
"scope1",
"scope2"
]
}
},
"domainName": "id.execute-api.us-east-1.amazonaws.com",
"domainPrefix": "id",
"http": {
"method": "POST",
"path": "/my/path",
"protocol": "HTTP/1.1",
"sourceIp": "IP",
"userAgent": "agent"
},
"requestId": "id",
"routeKey": "$default",
"stage": "$default",
"time": "12/Mar/2020:19:03:58 +0000",
"timeEpoch": 1583348638390
},
"body": "Hello from Lambda",
"pathParameters": {
"parameter1": "value1"
},
"isBase64Encoded": false,
"stageVariables": {
"stageVariable1": "value1",
"stageVariable2": "value2"
}

1.0
{

"version": "1.0",
"resource": "/my/path",
"path": "/my/path",
"httpMethod": "GET",
"headers": {
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"header1": "value1",
"header2": "value2"

},
"multiValueHeaders": {
"header1": [
"value1"
],
"header2": [
"value1",
"value2"
]
},
"queryStringParameters": {
"parameter1": "value1",
"parameter2": "value"
},
"multiValueQueryStringParameters": {
"parameter1": [
"value1",
"value2"
],
"parameter2": [
"value"
]
},
"requestContext": {
"accountId": "123456789012",
"apiId": "id",
"authorizer": {
"claims": null,
"scopes": null
},
"domainName": "id.execute-api.us-east-1.amazonaws.com",
"domainPrefix": "id",
"extendedRequestId": "request-id",
"httpMethod": "GET",
"identity": {
"accessKey": null,
"accountId": null,
"caller": null,
"cognitoAuthenticationProvider": null,
"cognitoAuthenticationType": null,
"cognitoIdentityId": null,
"cognitoIdentityPoolId": null,
"principalOrgId": null,
"sourceIp": "IP",
"user": null,
"userAgent": "user-agent",
"userArn": null,
"clientCert": {
"clientCertPem": "CERT_CONTENT",
"subjectDN": "www.example.com",
"issuerDN": "Example issuer",
"serialNumber": "a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1:a1",
"validity": {
"notBefore": "May 28 12:30:02 2019 GMT",
"notAfter": "Aug 5 09:36:04 2021 GMT"
}
}
},
"path": "/my/path",
"protocol": "HTTP/1.1",
"requestId": "id=",
"requestTime": "04/Mar/2020:19:15:17 +0000",
"requestTimeEpoch": 1583349317135,
"resourceId": null,
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"resourcePath": "/my/path",
"stage": "$default"

}

},
"pathParameters": null,
"stageVariables": null,
"body": "Hello from Lambda!",
"isBase64Encoded": false

Lambda 関数レスポンス形式
ペイロード形式バージョンによって、Lambda 関数が返す必要があるレスポンスの構造が決まります。

Lambda 関数レスポンス形式 1.0
1.0 形式バージョンでは、Lambda 統合は次の形式でレスポンスを返す必要があります。

Example
{

}

"isBase64Encoded": true|false,
"statusCode": httpStatusCode,
"headers": { "headername": "headervalue", ... },
"multiValueHeaders": { "headername": ["headervalue", "headervalue2", ...], ... },
"body": "..."

Lambda 関数レスポンス形式 2.0
2.0 形式バージョンでは、API Gateway がレスポンス形式を推測できます。API Gateway は、Lambda 関
数が有効な JSON を返し、statusCode を返さない場合、次の仮定を行います。
• isBase64Encoded は false。
• statusCode は 200。
• content-type は application/json。
• body は関数のレスポンスです。
次の例は、Lambda 関数と API Gateway の解釈の出力を示しています。
Lambda 関数出力

API Gateway 解釈

"Hello from Lambda!"

{

}

"isBase64Encoded": false,
"statusCode": 200,
"body": "Hello from Lambda!",
"headers": {
"content-type": "application/json"
}

{ "message": "Hello from Lambda!" }

{

"isBase64Encoded": false,
"statusCode": 200,
"body": "{ \"message\": \"Hello from
Lambda!\" }",
"headers": {
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Lambda 関数出力

API Gateway 解釈
}

}

"content-type": "application/json"

レスポンスをカスタマイズするには、Lambda 関数は以下の形式でレスポンスを返す必要があります。
{

}

"cookies" : ["cookie1", "cookie2"],
"isBase64Encoded": true|false,
"statusCode": httpStatusCode,
"headers": { "headername": "headervalue", ... },
"body": "Hello from Lambda!"

HTTP API の HTTP プロキシ統合の使用
HTTP プロキシ統合を使用すると、API ルートをパブリックにルーティング可能な HTTP エンドポイント
に接続できます。この統合タイプでは、API Gateway はフロントエンドとバックエンド間でリクエストと
レスポンスの全体を渡します。
HTTP プロキシ統合を作成するには、パブリックにルーティング可能な HTTP エンドポイントの URL を指
定します。

パス変数と HTTP プロキシの統合
HTTP API ルートでパス変数を使用できます。
たとえば、ルート /pets/{petID} は /pets/6 へのリクエストをキャッチします。統合 URI でパス変数
を参照して、変数の内容を統合に送信できます。例: 「/pets/extentendedpath/{petID}」。
greedy パス変数を使用して、ルートのすべての子リソースをキャッチできます。greedy パス変数を作成
するには、変数名に + を追加します (例: {proxy+})。
すべてのリクエストをキャッチする HTTP プロキシ統合でルートを設定するには、greedy パス変
数 (/parent/{proxy+} など) を使用して API ルートを作成します。https://petstore-demoendpoint.execute-api.com/petstore/{proxy} メソッドでルートを HTTP エンドポイント (ANY
など) と統合します。greedy パス変数は、リソースパスの末尾にある必要があります。

HTTP API の AWS のサービス統合の使用
HTTP API と AWS のサービスは、ファーストクラス統合を使用して統合できます。ファーストクラス
統合は、HTTP API ルートを AWS のサービス API に接続します。クライアントがファーストクラス統
合でサポートされるルートを呼び出すと、API Gateway は AWS のサービス API を呼び出します。例え
ば、ファーストクラス統合を使用して、Amazon Simple Queue Service キューにメッセージを送信した
り、AWS Step Functions ステートマシンを起動したりすることができます。サポートされているサービス
アクションについては、「the section called “AWS のサービス統合のリファレンス” (p. 677)」を参照し
てください。

リクエストパラメータのマッピング
ファーストクラス統合には、必須およびオプションのパラメータがあります。統合を作成するには、すべ
ての必須のパラメータを設定する必要があります。静的な値を使用するか、実行時に動的に評価されるパ
ラメータをマッピングできます。サポートされている統合とパラメータの完全なリストについては、「the
section called “AWS のサービス統合のリファレンス” (p. 677)」を参照してください。
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パラメータのマッピング
タイプ

例

コメント

ヘッダー値

$request.header.name

ヘッダー名では大文字と小文字
は区別されません。API Gateway
は、複数のヘッダー値をコンマ
で結合します (例: "header1":
"value1,value2")。

クエリ文字列値

$request.querystring.name

クエリ文字列名では大文
字と小文字が区別されま
す。API Gateway は複数
の値をコンマで結合しま
す (例: "querystring1":
"Value1,Value2")。

パスパラメータ

$request.path.name

リクエストのパスパラメー
タの値。例えば、ルートが
/pets/{petId} の場合
は、$request.path.petId
を使用してリクエストの petId
パラメータをマッピングできま
す。

リクエストボディのパススルー

$request.body

API Gateway はリクエストボ
ディ全体をパススルーします。

リクエストボディ

$request.body.name

JSON パス式。再帰下降
($request.body..name)
およびフィルター式 (?
(expression)) はサポートされ
ていません。

Note
JSON パスを指定す
ると、API Gateway
はリクエスト本文を
100 KB で切り捨て、
選択式を適用しま
す。100 KB を超えるペ
イロードを送信するに
は、$request.body
を指定します。
コンテキスト変数

$context.variableName

サポートされているコンテキス
ト変数 (p. 710)の値。

ステージ変数

$stageVariables.variableName

ステージ変数 (p. 696)の値。

静的な値

###

定数値。

ファーストクラス統合を作成する
ファーストクラス統合を作成する前に、統合する AWS のサービスアクションを呼び出す API Gateway
アクセス許可を付与する IAM ロールを作成する必要があります。詳細については、「AWS のサービスの
ロールの作成」を参照してください。
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ファーストクラス統合を作成するには、SQS-SendMessage などのサポートされている AWS のサービ
スアクションを選択し、リクエストパラメータを設定して、統合された AWS のサービス API を呼び出
すアクセス許可を API Gateway に付与するロールを提供します。統合サブタイプに応じて、異なるリク
エストパラメータが必要です。詳細については、「the section called “AWS のサービス統合のリファレン
ス” (p. 677)」を参照してください。
次の AWS CLI コマンドは、Amazon SQS メッセージを送信する統合を作成します。
aws apigatewayv2 create-integration \
--api-id abcdef123 \
--integration-subtype SQS-SendMessage \
--integration-type AWS_PROXY \
--payload-format-version 1.0 \
--credentials-arn arn:aws:iam::123456789012:role/apigateway-sqs \
--request-parameters '{"QueueUrl": "$request.header.queueUrl", "MessageBody":
"$request.body.message"}'

統合サブタイプのリファレンス
以下の統合サブタイプは HTTP API でサポートされています。
統合サブタイプ
• EventBridge-PutEvents (p. 677)
• SQS-SendMessage (p. 678)
• SQS-ReceiveMessage (p. 678)
• SQS-DeleteMessage (p. 679)
• SQS-PurgeQueue (p. 679)
• AppConfig-GetConfiguration (p. 679)
• Kinesis-PutRecord (p. 679)
• StepFunctions-StartExecution (p. 680)
• StepFunctions-StartsyncExecution (p. 680)
• StepFunctions-StopExecution (p. 680)

EventBridge-PutEvents
カスタムイベントを、ルールとマッチングできるように Amazon EventBridge に送信します。

EventBridge-PutEvents 1.0
パラメータ

必須

詳細

True

DetailType

True

送信元

True

時間

False

EventBusName

False

リソース

False

リージョン

False
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パラメータ

必須

TraceHeader

False

詳細については、 Amazon EventBridge API リファレンスの「PutEvents」を参照してください。

SQS-SendMessage
指定されたキューにメッセージを配信します。

SQS-SendMessage 1.0
パラメータ

必須

QueueUrl

True

MessageBody

True

DelaySeconds

False

MessageAttributes

False

MessageDeduplicationId

False

MessageGroupId

False

MessageSystemAttributes

False

リージョン

False

詳細については、Amazon Simple Queue Service API リファレンスの「SendMessage」を参照してくださ
い。

SQS-ReceiveMessage
指定されたキューから 1 個以上 (最大 10 個) のメッセージを取得します。

SQS-ReceiveMessage 1.0
パラメータ

必須

QueueUrl

True

AttributeNames

False

MaxNumberOfMessages

False

MessageAttributeNames

False

ReceiveRequestAttemptId

False

VisibilityTimeout

False

WaitTimeSeconds

False

リージョン

False

詳細については、Amazon Simple Queue Service API リファレンスの「ReceiveMessage」を参照してく
ださい。
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SQS-DeleteMessage
指定されたキュー内の指定されたメッセージを削除します。

SQS-DeleteMessage 1.0
パラメータ

必須

ReceiptHandle

True

QueueUrl

True

リージョン

False

詳細については、Amazon Simple Queue Service API リファレンスの「DeleteMessage」を参照してくだ
さい。

SQS-PurgeQueue
指定されたキュー内のすべてのメッセージを削除します。

SQS-PurgeQueue 1.0
パラメータ

必須

QueueUrl

True

リージョン

False

詳細については、Amazon Simple Queue Service API リファレンスの 「PurgeQueue」を参照してくださ
い。

AppConfig-GetConfiguration
設定に関する情報を受け取ります。

AppConfig-GetConfiguration 1.0
パラメータ

必須

アプリケーション

True

環境

True

設定

True

ClientId

True

ClientConfigurationVersion

False

リージョン

False

詳細については、AWS AppConfig API リファレンスの「GetConfiguration」を参照してください。

Kinesis-PutRecord
1 つのデータレコードを Amazon Kinesis Data Streams に書き込みます。
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Kinesis-PutRecord 1.0
パラメータ

必須

StreamName

True

データ

True

PartitionKey

True

SequenceNumberForOrdering

False

ExplicitHashKey

False

リージョン

False

詳細については、Amazon Kinesis Data Streams API リファレンスの「PutRecord」を参照してください。

StepFunctions-StartExecution
ステートマシンの実行を開始します。

StepFunctions-StartExecution 1.0
パラメータ

必須

StateMachineArn

True

名前

False

Input

False

リージョン

False

詳細については、AWS Step Functions API リファレンスの「StartExecution」を参照してください。

StepFunctions-StartsyncExecution
同期状態マシンの実行を開始します。

StepFunctions-StartsyncExecution 1.0
パラメータ

必須

StateMachineArn

True

名前

False

Input

False

リージョン

False

TraceHeader

False

詳細については、AWS Step Functions API リファレンスの「StartSyncExecution」を参照してください。

StepFunctions-StopExecution
実行を停止します。
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StepFunctions-StopExecution 1.0
パラメータ

必須

ExecutionArn

True

原因

False

エラー

False

リージョン

False

詳細については、AWS Step Functions API リファレンスの「StopExecution」を参照してください。

HTTP API のプライベート統合の使用
プライベート統合を使用すると、Application Load Balancer や Amazon ECS コンテナベースのアプリケー
ションなど、VPC 内のプライベートリソースと API 統合を作成できます。
プライベート統合を使用して、VPC 外のクライアントがアクセスできるように VPC 内のリソースを公開
できます。API Gateway がサポートする認証方法 (p. 662)より 、API へのアクセスを制御できます。
プライベート統合を作成するには、まず VPC リンクを作成する必要があります。VPC リンクの詳細につ
いては、「HTTP API の VPC リンクの使用 (p. 682)」を参照してください。
VPC リンクを作成したら、Application Load Balancer、Network Load Balancer、または AWS Cloud Map
サービスに登録されたリソースに接続するプライベート統合を設定できます。
プライベート統合を作成するには、すべてのリソースが同じ AWS アカウント (ロードバランサーまたは
AWS Cloud Map サービス、VPC リンク、および HTTP API を含む) によって所有されている必要があり
ます。
デフォルトでは、プライベート統合トラフィックは HTTP プロトコルを使用します。HTTPS を使用する
ためにプライベート統合トラフィックが必要な場合は、tlsConfig を指定できます。

Note
プライベート統合では、API Gateway はバックエンドリソースへのリクエストに API エンドポイ
ントのステージ (p. 696)部分を含めます。例えば、API の test ステージへのリクエストには、
プライベート統合へのリクエストに test/route-path が含まれます。バックエンドリソースへ
のリクエストからステージ名を削除するには、パラメータのマッピング (p. 685)を使用して、リ
クエストパスを $request.path にオーバーライドします。

Application Load Balancer または Network Load Balancer を使用したプライベー
ト統合の作成
プライベート統合を作成する前に、VPC リンクを作成する必要があります。VPC リンクの詳細について
は、「HTTP API の VPC リンクの使用 (p. 682)」を参照してください。
Application Load Balancer または Network Load Balancer とのプライベート統合を作成するには、HTTP
プロキシ統合を作成し、使用する VPC リンクを指定して、ロードバランサーのリスナー ARN を指定しま
す。
VPC リンクを使用してロードバランサーに接続するプライベート統合を作成するには、次のコマンドを使
用します。
aws apigatewayv2 create-integration --api-id api-id --integration-type HTTP_PROXY \
--integration-method GET --connection-type VPC_LINK \
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--integration-uri arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-2:123456789012:listener/app/myload-balancer/50dc6c495c0c9188/0467ef3c8400ae65
--payload-format-version 1.0

AWS Cloud Map サービス検出を使用したプライベート統合の作成
プライベート統合を作成する前に、VPC リンクを作成する必要があります。VPC リンクの詳細について
は、「HTTP API の VPC リンクの使用 (p. 682)」を参照してください。
AWS Cloud Map との統合のために、API Gateway は DiscoverInstances を使用してリソース
を識別します。クエリパラメータを使用して、特定のリソースをターゲットにすることができま
す。登録されたリソースの属性には、IP アドレスとポートを含める必要があります。API Gateway
は、DiscoverInstances から返される正常なリソース間にリクエストを分散します。詳細について
は、AWS Cloud Map API リファレンスの「DiscoverInstances」を参照してください。

Note
Amazon ECS を使用して AWS Cloud Map にエントリを入力する場合は、SRV レコードを使用す
るように Amazon ECS タスクを設定する必要があります。「A」レコードはサポートされていま
せん。詳細については、Amazon Elastic Container Service 開発者ガイドの「サービス検出を使用
するようにサービスを設定する」を参照してください。
AWS Cloud Map とのプライベート統合を作成するには、HTTP プロキシ統合を作成し、使用する VPC リ
ンクを指定して、AWS Cloud Map サービスの ARN を指定します。
AWS Cloud Map サービス検出を使用してリソースを識別するプライベート統合を作成するには、次のコ
マンドを使用します。
aws apigatewayv2 create-integration --api-id api-id --integration-type HTTP_PROXY \
--integration-method GET --connection-type VPC_LINK \
--connection-id VPC-link-ID \
--integration-uri arn:aws:servicediscovery:us-east-2:123456789012:service/srv-id?
stage=prod&deployment=green_deployment
--payload-format-version 1.0

HTTP API の VPC リンクの使用
VPC リンクを使用すると、Application Load Balancer または Amazon ECS コンテナベースのアプリケー
ションなどの、HTTP API ルートを VPC 内のプライベートリソースに接続するプライベート統合を作成で
きます。プライベート統合の作成の詳細については、「HTTP API のプライベート統合の使用 (p. 681)」
を参照してください。
プライベート統合は、VPC リンクを使用して、API Gateway と、対象となる VPC リソース間の接続をカ
プセル化します。異なるルートと API 間で VPC リンクを再利用できます。
VPC リンクを作成すると、API Gateway はアカウントの VPC リンク用の Elastic Network Interface を作
成および管理します。このプロセスには数分かかることがあります。VPC リンクを使用する準備ができた
ら、状態は PENDING から AVAILABLE に移行します。

Note
VPC リンク経由で 60 日間トラフィックが送信されない場合は、INACTIVE になります。VPC リ
ンクが INACTIVE 状態の場合、API Gateway は VPC リンクのネットワークインターフェイスを
すべて削除します。これにより、VPC リンクに依存する API リクエストが失敗します。API リク
エストが再開すると、API Gateway はネットワークインターフェイスを再プロビジョニングしま
す。ネットワークインターフェイスを作成し、VPC リンクを再度アクティブ化するには、数分か
かることがあります。VPC リンクステータスを使用して、VPC リンクの状態を監視できます。
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AWS CLI を使用して VPC リンクを作成する
VPC リンクを作成するには、以下のコマンドを使用します。VPC リンクを作成するには、関連するすべ
てのリソースが同じ AWS アカウントによって所有されている必要があります。
aws apigatewayv2 create-vpc-link --name MyVpcLink \
--subnet-ids subnet-aaaa subnet-bbbb \
--security-group-ids sg1234 sg5678

Note
VPC リンクは変更できません。VPC リンクを作成した後は、そのサブネットやセキュリティグ
ループを変更することはできません。

AWS CLI を使用して VPC リンクを削除する
次のコマンドを使用して、VPC リンクを削除します。
aws apigatewayv2 delete-vpc-link --vpc-link-id abcd123

リージョン別の利用可能性
HTTP API の VPC リンクは、次のリージョンとアベイラビリティーゾーンでサポートされています。
リージョン名

Region

サポートされているアベイラビリティーゾーン

米国東部 (オハ
イオ)

us-east-2

use2-az1、use2-az2、use2-az3

米国東部 (バー
ジニア北部)

us-east-1

use1-az1、use1-az2、use1-az4、use1-az5、use1-az6

米国西部 (北カ
リフォルニア)

us-west-1

usw1-az1、usw1-az3

米国西部 (オレ
ゴン)

us-west-2

usw2-az1、usw2-az2、usw2-az3、usw2-az4

アジアパシ
ap-east-1
フィック (香港)

ape1-az2、ape1-az3

アジアパシ
フィック (ムン
バイ)

ap-south-1

aps1-az1、aps1-az2、aps1-az3

Asia Pacific
(Seoul)

ap-northeast-2

apne2-az1、apne2-az2、apne2-az3

アジアパシ
フィック (シン
ガポール)

ap-southeast-1

apse1-az1、apse1-az2、apse1-az3

アジアパシ
フィック (シド
ニー)

ap-southeast-2

apse2-az1、apse2-az3、apse2-az2

アジアパシ
ap-northeast-1
フィック (東京)

apne1-az1、apne1-az2、apne1-az4

カナダ (中部)

cac1-az1、cac1-az2

ca-central-1
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リージョン名

Region

サポートされているアベイラビリティーゾーン

欧州 (フランク
フルト)

eu-central-1

euc1-az1、euc1-az2、euc1-az3

欧州 (アイルラ
ンド)

eu-west-1

euw1-az1、euw1-az2、euw1-az3

欧州 (ロンドン) eu-west-2

euw2-az1、euw2-az2、euw2-az3

欧州 (パリ)

eu-west-3

euw3-az1、euw3-az3

欧州 (ストック
ホルム)

eu-north-1

eun1-az1、eun1-az2、eun1-az3

中東 (バーレー
ン)

me-south-1

mes1-az1、mes1-az2、mes1-az3

南米 (サンパウ
ロ)

sa-east-1

sae1-az1、sae1-az2、sae1-az3

AWS GovCloud us-gov-west-1
(米国西部)

usgw1-az1、usgw1-az2、usgw1-az3

HTTP API の CORS の設定
Cross-origin resource sharing (CORS) は、ブラウザで実行されているスクリプトから開始される HTTP リ
クエストを制限するブラウザのセキュリティ機能です。
通常、CORS は、異なるドメインまたはオリジンでホストされている API にアクセスするウェブアプ
リケーションを構築するために必要です。CORS を有効にして、別のドメインでホストされているウェ
ブアプリケーションから API へのリクエストを許可することができます。たとえば、API が https://
{api_id}.execute-api.{region}.amazonaws.com/ でホストされていて、example.com でホスト
されているウェブアプリケーションから API を呼び出す場合、API が CORS をサポートしている必要があ
ります。
API に CORS を設定した場合、API Gateway は API に OPTIONS ルートが設定されていない場合でも、
プリフライト OPTIONS リクエストに対するレスポンスを自動的に送信します。CORS リクエストの場
合、API Gateway は設定された CORS ヘッダーを、統合からのレスポンスに追加します。

Note
API の CORS を設定する場合、API Gateway はバックエンド統合から返された CORS ヘッダー
を無視します。
CORS 設定では、次のパラメータを指定できます。
CORS ヘッダー

CORS 設定プロパティ

値の例

Access-Control-Allow-Origin

allowOrigins

• https://www.example.com
• * (すべてのオリジンを許可す
る)
• https://* (https:// で始まる
任意のオリジンを許可する)
• http://* (http:// で始まる任
意のオリジンを許可する)

684

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
パラメータのマッピング

CORS ヘッダー

CORS 設定プロパティ

値の例

Access-Control-Allow-Credentials allowCredentials

true

Access-Control-Expose-Headers

exposeHeaders

Date, x-api-id

Access-Control-Max-Age

maxAge

300

Access-Control-Allow-Methods

allowMethods

GET, POST, DELETE , *

Access-Control-Allow-Headers

allowHeaders

Authorization, *

$default ルートおよび JWT オーソライザーのある HTTP API
の CORS の設定
CORS を有効にし、 HTTP API の任意のルートに対して認証を設定できます。$default ルートの CORS
および認証を有効にする場合、いくつかの特別な考慮事項があります。$default ルートは、OPTIONS リ
クエストを含め、明示的に定義していないすべてのメソッドとルートのリクエストをキャッチします。不
正な OPTIONS リクエストをサポートするには、認証を必要としない OPTIONS /{proxy+} ルートを API
に追加します。OPTIONS /{proxy+} ルートの優先順位は $default ルートよりも高くなります。その
結果、クライアントは認証なしで API に OPTIONS リクエストを送信できます。ルーティングの優先順位
の詳細については、「API リクエストのルーティング (p. 661)」を参照してください。

AWS CLI を使用して HTTP API の CORS を設定する
次のコマンドを使用して、https://www.example.com から CORS リクエストを有効にできます。

Example
aws apigatewayv2 update-api --api-id api-id --cors-configuration AllowOrigins="https://
www.example.com"

詳細については、Amazon API Gateway バージョン 2 API リファレンスの「CORS」を参照してくださ
い。

API リクエストとレスポンスの変換
バックエンド統合に到達する前に、クライアントからの API リクエストを変更できます。API Gateway が
クライアントに応答を返す前に、統合からレスポンスを変更することもできます。パラメータマッピン
グを使用して、HTTP API の API リクエストとレスポンスを変更します。パラメーターマッピングを使用
するには、変更する API リクエストまたはレスポンスパラメーターを指定し、それらのパラメーターを変
更する方法を指定します。

API リクエストの変換
リクエストパラメーターを使用して、バックエンド統合に到達する前にリクエストを変更します。ヘッ
ダー、クエリ文字列、またはリクエストパスを変更できます。
リクエストパラメータは、キーと値のマップです。キーは、変更するリクエストパラメーターの場所とそ
の変更方法を識別します。値は、パラメータの新しいデータを指定します。
次の表に、サポートされているキーを示します。
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パラメータのマッピングキー
タイプ

構文

ヘッダー

append|overwrite|
remove:header.headername

クエリ文字列

append|overwrite|
remove:querystring.querystring-name

パス

overwrite:path

次の表に、パラメータにマップできるサポートされている値を示します。

パラメータのマッピング値をリクエストする
タイプ

構文

コメント

ヘッダー値

$request.header.name または
${request.header.name}

ヘッダー名では大文字と小文字
は区別されません。API Gateway
は、複数のヘッダー値をコンマ
で結合します (例: "header1":
"value1,value2")。一部
のヘッダーは予約されていま
す。詳細については、「the
section called “予約済みヘッ
ダー” (p. 688)」を参照してくだ
さい。

クエリ文字列値

$request.querystring.name また
は ${request.querystring.name}

クエリ文字列名では大文
字と小文字が区別されま
す。API Gateway は複数
の値をコンマで結合しま
す (例: "querystring1"
"Value1,Value2")。

リクエストボディ

$request.body.name または
${request.body.name}

JSON path 式。再帰下降
($request.body..name)) およ
びフィルタ式 (?(expression))
はサポートされていません。

Note
JSON パスを指定す
ると、API Gateway
はリクエスト本文を
100 KB で切り捨て、
選択式を適用しま
す。100 KB を超えるペ
イロードを送信するに
は、$request.body
を指定します。
リクエストパス

$request.path または
${request.path}

ステージ名を含まないリクエス
トパス。

パスパラメータ

$request.path.name または
${request.path.name}

リクエストのパスパラメータの
値。例えば、ルートが /pets/
{petId} の場合は、petId を
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タイプ

構文

コメント
使用してリクエストのパラメー
タ$request.path.petIdを
マッピングできます。

コンテキスト変数

$context.variableName または
${context.variableName}

コンテキスト変数 (p. 710)の
値。

ステージ変数

$stageVariables.variableName ステージ変数 (p. 696)の値。
または
${stageVariables.variableName}

静的な値

###

定数値。

Note
選択式で複数の変数を使用するには、変数を角かっこで囲みます。例え
ば、${request.path.name} ${request.path.id} です。

API レスポンスの変換
レスポンスをクライアントに返す前に、レスポンスパラメーターを使用して HTTP レスポンスをバックエ
ンド統合から変換します。API Gateway がクライアントにレスポンスを返す前に、ヘッダーまたはステー
タスコードを変更できます。
統合によって返されるステータスコードごとに、レスポンスパラメーターを構成します。レスポンスパラ
メータは、キーと値のマップです。キーは、変更するリクエストパラメーターの場所とその変更方法を識
別します。値は、パラメータの新しいデータを指定します。
次の表に、サポートされているキーを示します。

応答パラメータのマッピングキー
タイプ

構文

ヘッダー

append|overwrite|
remove:header.headername

ステータスコード

overwrite:statuscode

次の表に、パラメータにマップできるサポートされている値を示します。

レスポンスパラメータのマッピング値
タイプ

構文

コメント

ヘッダー値

$response.header.name または
${response.header.name}

ヘッダー名では大文字と小文字
は区別されません。API Gateway
は、複数のヘッダー値をコンマ
で結合します (例: "header1":
"value1,value2")。一部
のヘッダーは予約されていま
す。詳細については、「the
section called “予約済みヘッ
ダー” (p. 688)」を参照してくだ
さい。
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タイプ

構文

コメント

レスポンス本文

$response.body.name または
${response.body.name}

JSON path 式。再帰下降
($response.body..name)
およびフィルター式 (?
(expression)) はサポートされ
ていません。

Note
JSON パスを指定す
ると、API Gateway
はレスポンス本文を
100 KB で切り捨て、
選択式を適用しま
す。100 KB を超えるペ
イロードを送信するに
は、$response.body
を指定します。
コンテキスト変数

$context.variableName または
${context.variableName}

サポートされているコンテキス
ト変数 (p. 710)の値。

ステージ変数

$stageVariables.variableName ステージ変数 (p. 696)の値。
または
${stageVariables.variableName}

静的な値

###

定数値。

Note
選択式で複数の変数を使用するには、変数を角かっこで囲みます。例え
ば、${request.path.name} ${request.path.id} です。

予約済みヘッダー
次のヘッダーは予約されています。これらのヘッダーには、要求またはレスポンスマッピングを構成でき
ません。
• access-control-*
• apigw-*
• Authorization
• Connection
• Content-Encoding
• Content-Length
• Content-Location
• 転送済み
• Keep-Alive
• Origin
• Proxy-Authenticate
• Proxy-Authorization
• TE
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• トレーラー
• Transfer-Encoding
• Upgrade
• x-amz-*
• x-amzn-*
• X-Forwarded-For
• X-Forwarded-Host
• X-Forwarded-Proto
• Via

例
以下の AWS CLI 例は、パラメータマッピングを設定します。AWS CloudFormation テンプレートの例につ
いては、GitHub を参照してください。

API リクエストへのヘッダーの追加
次の例では、バックエンド統合に到達する前に API リクエストにheader1という名前のヘッダーを追加し
ます。API Gateway は、ヘッダーにリクエスト ID を設定します。
aws apigatewayv2 create-integration \
--api-id abcdef123 \
--integration-type HTTP_PROXY \
--payload-format-version 1.0 \
--integration-uri 'https://api.example.com' \
--integration-method ANY \
--request-parameters '{ "append:header.header1": "$context.requestId" }'

リクエストヘッダーの名前を変更する
次の例では、リクエストヘッダーの名前をheader1からheader2に変更します 。
aws apigatewayv2 create-integration \
--api-id abcdef123 \
--integration-type HTTP_PROXY \
--payload-format-version 1.0 \
--integration-uri 'https://api.example.com' \
--integration-method ANY \
--request-parameters '{ "append:header.header2": "$request.header.header1",
"remove:header.header1": "''"}' }

統合からのレスポンスの変更
次の例では、統合のレスポンスパラメータを設定します。インテグレーションが 500 ステータスコード
を返すと、API Gateway はステータスコードを 403 に変更し、応答に header1 1 を追加します。統合に
よって 404 ステータスコードが返されると、API Gateway は応答にヘッダーerrorを追加します。
aws apigatewayv2 create-integration \
--api-id abcdef123 \
--integration-type HTTP_PROXY \
--payload-format-version 1.0 \
--integration-uri 'https://api.example.com' \
--integration-method ANY \
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--response-parameters '{"500" : {"append:header.header1": "$context.requestId",
"overwrite:statuscode" : "403"}, "404" : {"append:header.error" :
"$stageVariables.environmentId"} }

構成されたパラメータマッピングの削除
次のコマンド例では、以前に設定されたリクエストパラメータappend:header.header1を削除します。
また、200 ステータスコードに対して以前に構成されたレスポンスパラメータも削除されます。
aws apigatewayv2 update-integration \
--api-id abcdef123 \
--integration-type HTTP_PROXY \
--payload-format-version 1.0 \
--integration-uri 'https://api.example.com' \
--integration-method ANY \
--request-parameters {"append:header.header1" : ""} \
--response-parameters {"200" : {}}

HTTP API の OpenAPI 定義の使用
HTTP API は、OpenAPI 3.0 定義ファイルを使用して定義できます。次に、定義を API Gateway にイン
ポートして API を作成できます。OpenAPI への API Gateway 拡張の詳細については、「OpenAPI の拡
張 (p. 771)」を参照してください。

HTTP API のインポート
HTTP API は、OpenAPI 3.0 定義ファイルをインポートすることによって作成できます。
REST API から HTTP API に移行するには、REST API を OpenAPI 3.0 定義ファイルとしてエクスポート
できます。次に、API 定義を HTTP API としてインポートします。REST API のエクスポートの詳細につ
いては、「API Gateway から REST API をエクスポートする (p. 444)」を参照してください。

Note
HTTP API は、REST API と同じ AWS 変数をサポートします。詳細については、「OpenAPI イ
ンポート用の AWS 変数 (p. 443)」を参照してください。

検証情報のインポート
API のインポート時に、API Gateway から 3 つのカテゴリの検証情報が提供されます。
Info
プロパティは OpenAPI 仕様では有効ですが、そのプロパティは HTTP API ではサポートされていま
せん。
たとえば、次の OpenAPI 3.0 スニペットは、HTTP API がリクエストの検証をサポートしていない
ため、インポート時に情報を生成します。API Gateway は、requestBody フィールドと schema
フィールドを無視します。
"paths": {
"/": {
"get": {
"x-amazon-apigateway-integration": {
"type": "AWS_PROXY",
"httpMethod": "POST",
"uri": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:HelloWorld",
"payloadFormatVersion": "1.0"
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},
"requestBody": {
"content": {
"application/json": {
"schema": {
"$ref": "#/components/schemas/Body"
}
}
}
}

}
}
...
},
"components": {
"schemas": {
"Body": {
"type": "object",
"properties": {
"key": {
"type": "string"
}
}
}
...
}
...
}

警告
プロパティまたは構造は、OpenAPI 仕様では無効ですが、API の作成をブロックしません。API
Gateway でこれらの警告を無視して API の作成を続行するか、警告時に API の作成を停止するかを指
定できます。
次の OpenAPI 3.0 ドキュメントでは、HTTP API は Lambda プロキシと HTTP プロキシの統合のみを
サポートしているため、インポート時に警告が生成されます。
"x-amazon-apigateway-integration": {
"type": "AWS",
"httpMethod": "POST",
"uri": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:HelloWorld",
"payloadFormatVersion": "1.0"
}

エラー
OpenAPI 仕様が無効であるか、形式が正しくありません。API Gateway は、不正な形式のドキュメン
トからリソースを作成できません。エラーを修正してから、もう一度やり直してください。
次の API 定義では、HTTP API は OpenAPI 3.0 仕様のみをサポートしているため、インポート時にエ
ラーが発生します。
{

}

"swagger": "2.0.0",
"info": {
"title": "My API",
"description": "An Example OpenAPI definition for Errors/Warnings/ImportInfo",
"version": "1.0"
}
...
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別の例として、OpenAPI では、ユーザーが特定のオペレーションに複数のセキュリティ要件を適用し
た API を定義できますが、API Gateway はこれをサポートしません。各オペレーションには、IAM 認
証、Lambda オーソライザー 、または JWT オーソライザーのいずれかしか持つことができません。
複数のセキュリティ要件をモデル化しようとすると、エラーが発生します。

AWS CLI を使用した API のインポート
次のコマンドは、OpenAPI 3.0 定義ファイル api-definition.json を HTTP API としてインポートし
ます。

Example
aws apigatewayv2 import-api --body file://api-definition.json

Example
次のサンプル OpenAPI 3.0 定義をインポートして、HTTP API を作成することができます。
{

"openapi": "3.0.1",
"info": {
"title": "Example Pet Store",
"description": "A Pet Store API.",
"version": "1.0"
},
"paths": {
"/pets": {
"get": {
"operationId": "GET HTTP",
"parameters": [
{
"name": "type",
"in": "query",
"schema": {
"type": "string"
}
},
{
"name": "page",
"in": "query",
"schema": {
"type": "string"
}
}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"headers": {
"Access-Control-Allow-Origin": {
"schema": {
"type": "string"
}
}
},
"content": {
"application/json": {
"schema": {
"$ref": "#/components/schemas/Pets"
}
}
}
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}
},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"type": "HTTP_PROXY",
"httpMethod": "GET",
"uri": "http://petstore.execute-api.us-west-1.amazonaws.com/petstore/pets",
"payloadFormatVersion": 1.0
}

},
"post": {
"operationId": "Create Pet",
"requestBody": {
"content": {
"application/json": {
"schema": {
"$ref": "#/components/schemas/NewPet"
}
}
},
"required": true
},
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"headers": {
"Access-Control-Allow-Origin": {
"schema": {
"type": "string"
}
}
},
"content": {
"application/json": {
"schema": {
"$ref": "#/components/schemas/NewPetResponse"
}
}
}
}
},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"type": "HTTP_PROXY",
"httpMethod": "POST",
"uri": "http://petstore.execute-api.us-west-1.amazonaws.com/petstore/pets",
"payloadFormatVersion": 1.0
}
}
},
"/pets/{petId}": {
"get": {
"operationId": "Get Pet",
"parameters": [
{
"name": "petId",
"in": "path",
"required": true,
"schema": {
"type": "string"
}
}
],
"responses": {
"200": {
"description": "200 response",
"headers": {
"Access-Control-Allow-Origin": {
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"schema": {
"type": "string"
}

}
},
"content": {
"application/json": {
"schema": {
"$ref": "#/components/schemas/Pet"
}
}
}

}
},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"type": "HTTP_PROXY",
"httpMethod": "GET",
"uri": "http://petstore.execute-api.us-west-1.amazonaws.com/petstore/pets/
{petId}",
"payloadFormatVersion": 1.0
}
}
}
},
"x-amazon-apigateway-cors": {
"allowOrigins": [
"*"
],
"allowMethods": [
"GET",
"OPTIONS",
"POST"
],
"allowHeaders": [
"x-amzm-header",
"x-apigateway-header",
"x-api-key",
"authorization",
"x-amz-date",
"content-type"
]
},
"components": {
"schemas": {
"Pets": {
"type": "array",
"items": {
"$ref": "#/components/schemas/Pet"
}
},
"Empty": {
"type": "object"
},
"NewPetResponse": {
"type": "object",
"properties": {
"pet": {
"$ref": "#/components/schemas/Pet"
},
"message": {
"type": "string"
}
}
},
"Pet": {
"type": "object",
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"properties": {
"id": {
"type": "string"
},
"type": {
"type": "string"
},
"price": {
"type": "number"
}
}

}

}

}

},
"NewPet": {
"type": "object",
"properties": {
"type": {
"$ref": "#/components/schemas/PetType"
},
"price": {
"type": "number"
}
}
},
"PetType": {
"type": "string",
"enum": [
"dog",
"cat",
"fish",
"bird",
"gecko"
]
}

API Gateway からの HTTP API のエクスポート
HTTP API を作成したら、API Gateway から API の OpenAPI 3.0 定義をエクスポートできます。エクス
ポートするステージを選択するか、API の最新の設定をエクスポートできます。エクスポートした API 定
義を API Gateway にインポートして、同一の API をもう 1 つ作成することもできます。API 定義のイン
ポートの詳細については、「HTTP API のインポート (p. 690)」を参照してください。

AWS CLI を使用してステージの OpenAPI 3.0 定義をエクスポートする
以下のコマンドは、prod という名前の API ステージの OpenAPI 定義を、stage-definition.yaml と
いう名前の YAML ファイルにエクスポートします。エクスポートされた定義ファイルには、デフォルトで
API Gateway 拡張 (p. 771)が含まれます。
aws apigatewayv2 export-api \
--api-id api-id \
--output-type YAML \
--specification OAS30 \
--stage-name prod \
stage-definition.yaml

AWS CLI を使用して API の最新変更の OpenAPI 3.0 定義をエクスポートする
以下のコマンドは、HTTP API の OpenAPI 定義を latest-api-definition.json という名前の JSON
ファイルにエクスポートします。このコマンドはステージを指定しないため、API Gateway は、ステージ
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にデプロイされているかどうかに関係なく、API の最新の設定をエクスポートします。エクスポートされ
た定義ファイルには、API Gateway 拡張 (p. 771)は含まれません。
aws apigatewayv2 export-api \
--api-id api-id \
--output-type JSON \
--specification OAS30 \
--no-include-extensions \
latest-api-definition.json

詳細については、Amazon API Gateway バージョン 2 API リファレンスの「ExportAPI」を参照してくださ
い。

顧客が呼び出すための HTTP API の公開
ステージとカスタムドメイン名を使用して、クライアントが呼び出す API を発行できます。
API ステージは、API のライフサイクル状態への論理的なリファレンスです (例: dev、prod、beta、v2
など)。各ステージは、API のデプロイの名前付きリファレンスで、クライアントアプリケーションから呼
び出すことができます。API の各ステージに対して、さまざまな統合と設定を構成できます。
カスタムドメイン名を使用すると、クライアントがデフォルト URL ではなく API を呼び出すための、よ
りシンプルで直感的な URL https://api-id.execute-api.region.amazonaws.com/stage を提
供できます。
トピック
• HTTP API のステージの使用 (p. 696)
• HTTP API のカスタムドメイン名の設定 (p. 698)

HTTP API のステージの使用
API ステージは、API のライフサイクル状態への論理的なリファレンスです (例: dev、prod、beta、v2
など)。API ステージは API ID とステージ名で識別され、API の呼び出しに使用する URL に含まれます。
各ステージは、API のデプロイの名前付きリファレンスで、クライアントアプリケーションから呼び出す
ことができます。
ステージには、API のベース URL から呼び出される $default のステージを作成することができます。
ベース URL は、https://{api_id}.execute-api.{region}.amazonaws.com/ のような形式にな
ります。この URL を使用して API ステージを呼び出します。
デプロイは、API 設定のスナップショットです。ステージに API をデプロイすると、クライアントがその
API を呼び出すことができます。変更を有効にするには、API をデプロイする必要があります。自動デプ
ロイを有効にすると、API に対する変更が自動的にリリースされます。

ステージ変数
ステージ変数は、HTTP API のステージに対して定義できるキーと値のペアです。環境変数と同様に機能
し、API のセットアップで使用できます。
たとえば、ステージ変数を定義し、その値を HTTP プロキシ統合の HTTP エンドポイントとして設定する
ことができます。後で、関連付けられたステージ変数名を使用してエンドポイントを参照できます。これ
により、各ステージで異なるエンドポイントで同じ API セットアップを使用できます。同様に、ステージ
変数を使用して、API の各ステージに異なる AWS Lambda 関数の統合を指定できます。
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Note
ステージ変数は、認証情報などの機密データに使用されることを意図していません。機密データ
を統合に渡すには、AWS Lambda オーソライザーを使用します。Lambda オーソライザーの出力
では、機密データを統合に渡すことができます。詳細については、「the section called “Lambda
オーソライザーのレスポンス形式” (p. 664)」を参照してください。

Examples
ステージ変数を使用して HTTP 統合エンドポイントをカスタマイズするには、まずステージ変数
の名前と値 (url など) を example.com の値で設定する必要があります。次に、HTTP プロキシ
統合を設定します。エンドポイントの URL を入力する代わりに、ステージ変数の値、http://
${stageVariables.url} を使用するように API Gateway に指示できます 。この値を指定すると、API
Gateway は、ランタイムに API のステージに応じてステージ変数の ${} を置き換えます。
同様に、ステージ変数を参照して Lambda 関数名や AWS のロールの ARN を指定することができます。
ステージ変数値として Lambda 関数名を指定する場合は、その Lambda 関数に対するアクセス許可を手
動で設定する必要があります。これを行うには、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用できま
す。
aws lambda add-permission --function-name arn:aws:lambda:XXXXXX:your-lambda-functionname --source-arn arn:aws:execute-api:us-east-1:YOUR_ACCOUNT_ID:api_id/*/HTTP_METHOD/
resource --principal apigateway.amazonaws.com --statement-id apigateway-access --action
lambda:InvokeFunction

API Gateway のステージ変数のリファレンス
HTTP 統合 URI
ステージ変数は、次の例に示すように、HTTP 統合 URI の一部として使用できます。
• プロトコルのない完全な URI – http://${stageVariables.<variable_name>}
• 完全なドメイン – http://${stageVariables.<variable_name>}/resource/operation
• サブドメイン – http://${stageVariables.<variable_name>}.example.com/resource/
operation
• パス – http://example.com/${stageVariables.<variable_name>}/bar
• クエリ文字列 – http://example.com/foo?q=${stageVariables.<variable_name>}

Lambda 関数
ステージ変数は、次の例に示すように、Lambda 関数名やエイリアスの代わりに使用できます。
• arn:aws:apigateway:<region>:lambda:path/2015-03-31/
functions/arn:aws:lambda:<region>:<account_id>:function:
${stageVariables.<function_variable_name>}/invocations
• arn:aws:apigateway:<region>:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:<region>:<account_id>:function:<function_name>:
${stageVariables.<version_variable_name>}/invocations

Note
Lambda 関数にステージ変数を使用するには、関数が API と同じアカウントにある必要がありま
す。ステージ変数は、クロスアカウント Lambda 関数をサポートしていません。
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AWS 統合認証情報
次の例に示すように、ステージ変数を AWS ユーザーまたはロールの認証情報 ARN の一部として使用でき
ます。
• arn:aws:iam::<account_id>:${stageVariables.<variable_name>}

HTTP API のカスタムドメイン名の設定
カスタムドメイン名は、API ユーザーに提供できる、よりシンプルで直感的な URL です。
API のデプロイ後、お客様 (およびその顧客) は、以下の形式のデフォルトのベース URL を使用して API
を呼び出すことができます。
https://api-id.execute-api.region.amazonaws.com/stage

api-id は API Gateway によって生成され、region (AWS リージョン) は API の作成時に、stage は
API のデプロイ時にユーザーが指定します。
URL のホスト名の部分 (つまり api-id.execute-api.region.amazonaws.com) は API エンドポイン
トを参照します。デフォルトの API エンドポイントは再呼び出しが難しく、ユーザーフレンドリではあり
ません。
カスタムドメイン名を使用すると、API のホスト名を設定し、代替パスを API にマッピングするための基
本パス (myservice など) を選択できます。たとえば、API のよりわかりやすい ベース URL は以下のよ
うになります。
https://api.example.com/myservice

カスタムドメイン名でベースマッピングを設定しないと、返される API のベース URL はカスタムドメイ
ンと同じになります (https://api.example.com など)。この場合、カスタムドメイン名は複数の API
をサポートできません。

Note
カスタムドメインは、REST API と HTTP API に関連付けることができます。API Gateway バー
ジョン 2 API を使用すると、REST API と HTTP API のリージョン別カスタムドメイン名を作成
および管理することができます。
HTTP API の場合、サポートされる TLS バージョンは TLS 1.2 のみです。

ドメイン名を登録する
API のカスタムドメイン名を設定するには、登録されたインターネットドメイン名が必要です。必要に応
じて、Amazon Route 53 を使用するか、任意のサードパーティーのドメインレジストラを使用して、イン
ターネットドメインを登録できます。API のカスタムドメイン名は、登録されたインターネットドメイン
のサブドメイン名またはルートドメイン名 (「Zone Apex」など) にすることができます。
カスタムドメイン名が API Gateway で作成されたら、API エンドポイントにマッピングするために DNS
プロバイダーのリソースレコードを作成または更新する必要があります。このマッピングを行わないと、
カスタムドメイン名宛ての API リクエストが API Gateway に届きません。

リージョン別カスタムドメイン名
特定のリージョンの API のカスタムドメイン名を作成すると、API Gateway は API のリージョン別ドメイ
ン名を作成します。カスタムドメイン名をリージョン別ドメイン名にマッピングするように、DNS レコー
ドを設定する必要があります。カスタムドメイン名の証明書を提供する必要もあります。

698

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
カスタムドメイン名

ワイルドカードカスタムドメイン名
ワイルドカードカスタムドメイン名を使用すると、デフォルトのクォータ (p. 841)を超えずにほぼ無
数のドメイン名をサポートできます。たとえば、各お客様に個別のドメイン名を付けることができます
customername.api.example.com。
ワイルドカードカスタムドメイン名を制作するためには、ルートドメインの可能なすべてのサブドメイン
を表すカスタムドメインの最初のサブドメインとして、ワイルドカード (*) を指定します。
たとえば、ワイルドカードカスタムドメイン名として *.example.com を使用する
と、a.example.com、b.example.com、c.example.com などのサブドメインが生成され、これらは
すべて同じドメインにルーティングされます。
ワイルドカードカスタムドメイン名は、API Gateway の標準のカスタムドメイン名とは異なる設定をサ
ポートします。たとえば、1 つの AWS アカウントで、*.example.com と a.example.com を異なる動
作に設定できます。
ワイルドカードカスタムドメイン名を作成するには、DNS または E メール検証方法を使用して検証された
証明書を ACM から発行してもらう必要があります。

Note
別の AWS アカウントで作成済みのカスタムドメイン名と競合するようなワイルドカードカスタ
ムドメイン名を作成することはできません。たとえば、アカウント A で a.example.com が作成
済みである場合、アカウント B はワイルドカードカスタムドメイン名として *.example.com を
作成できません。
アカウント A とアカウント B の所有者が同じである場合は、AWS サポートセンターに連絡して
例外をリクエストできます。

カスタムドメイン名の証明書
ACM がサポートされているリージョンでカスタムドメイン名の証明書を提供するには、ACM に証明書を
リクエストする必要があります。ACM がサポートされていないリージョンで、リージョン別カスタムドメ
イン名の証明書を提供するには、そのリージョン内の API Gateway に証明書をインポートする必要があり
ます。
SSL/TLS 証明書をインポートするには、カスタムドメイン名の PEM 形式の SSL/TLS 認証本文、そのプラ
イベートキー、およびカスタムドメイン名の証明書チェーンを提供する必要があります。ACM に保存され
た各証明書は ARN によって識別されます。AWS で管理された証明書をドメイン名で使用するには、その
ARN を単に参照します。
ACM を使用すると、API のカスタムドメイン名を簡単に設定して使用できます。特定のドメイン名の証
明書を作成 (または証明書をインポート) し、ACM が提供する証明書の ARN を使用して API Gateway で
ドメイン名を設定します。次に、カスタムドメイン名のベースパスを、デプロイされた API のステージに
マッピングします。ACM 発行の証明書により、プライベートキーなど証明書の機密の詳細が漏れる心配は
ありません。
カスタムドメイン名の設定の詳細については、「 での証明書の準備AWS Certificate Manager (p. 481)」お
よび「API Gateway でのリージョン別カスタムドメイン名の設定 (p. 492)」を参照してください。

HTTP API の API マッピングの使用
API マッピングを使用して、API ステージをカスタムドメイン名に接続します。ドメイン名を作成
し、DNS レコードを設定したら、API マッピングを使用して、カスタムドメイン名を使用して API にトラ
フィックを送信します。
API マッピングは、API、ステージ、およびオプションでマッピングに使用するパスを指定します。たとえ
ば、API の production ステージを https://api.example.com/orders にマッピングできます。
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HTTP API と REST API ステージを同じカスタムドメイン名にマッピングできます。
API マッピングを作成する前に、API、ステージ、およびカスタムドメイン名が必要です。カスタムド
メイン名の作成と設定の詳細については、「the section called “リージョン別カスタムドメイン名の設
定” (p. 492)」を参照してください。

API リクエストのルーティング
API マッピングは、例えば orders/v1/items と orders/v2/items のように、複数のレベルで設定で
きます。
API Gateway は、最も長い一致パスを持つ API マッピングにリクエストをルーティングします。API
Gateway は、API マッピング用に設定されたパスだけを考慮し、呼び出す API を選択します。API ルート
は考慮しません。リクエストに一致するパスがない場合、API Gateway は空のパス (none) にマッピング
した API にリクエストを送信します。
たとえば、次の API マッピングを持つカスタムドメイン名 https://api.example.com を考えてます。
1. (none)API 1 にマッピングされている 。
2. orders/v1/itemsAPI 2 にマッピングされている 。
3. orders/v2/itemsAPI 3 にマッピングされている 。
4. orders/v2/items/categoriesAPI 4 にマッピングされている 。

リクエスト

選択した API

説明

https://api.example.com/
orders/v1/items

API 2

リクエストは、この API マッピ
ングと完全に一致します。

https://api.example.com/
orders/v2/items

API 3

リクエストは、この API マッピ
ングと完全に一致します。

https://api.example.com/
orders/v1/items/123

API 2

API Gateway は、最も長い一致
パスを持つ API マッピングを選
択します。リクエストの最後に
ある 123 は、選択には影響しま
せん。

https://api.example.com/
orders/v2/items/
categories/5

API 4

API Gateway は、最も長い一致
パスを持つ API マッピングを選
択します。

https://api.example.com/
customers

API 1

API Gateway は、空のマッピン
グをキャッチオールとして使用
します。

制限
• API マッピングでは、カスタムドメイン名とマップされた API が同じ AWS アカウントにある必要があ
ります。
• API マッピングに含めることができるのは、文字、数字、および $-_.+!*'()/ の文字だけです。
• API マッピングのパスの最大文字数は 300 文字です。
• TLS 1.2 セキュリティポリシーでは、HTTP API をリージョン別カスタムドメイン名にだけマッピングで
きます。
• WebSocket API を HTTP API または REST API と同じカスタムドメイン名にマッピングすることはでき
ません。
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API マッピングを作成する
API マッピングを作成するには、最初にカスタムドメイン名、API、およびステージを作成する必要があり
ます。カスタムドメイン名の作成方法については、「the section called “リージョン別カスタムドメイン名
の設定” (p. 492)」を参照してください。
例えば、すべてのリソースを作成する AWS Serverless Application Model テンプレートについて
は、GitHub で「Sessions With SAM」を参照してください。
AWS Management Console

API マッピングを作成するには
1.

API Gateway コンソール (https://console.aws.amazon.com/apigateway) にサインインします。

2.

[カスタムドメイン名] を選択します。

3.

既に作成したカスタムドメイン名を選択します。

4.

[API マッピング] を選択します。

5.

[Configure API mappings (API マッピングの設定)] を選択します。

6.

[Add new mapping (新しいマッピングを追加)] を選択します。

7.

API、Stage、必要に応じて Path を入力します。

8.

[Save] を選択します。

AWS CLI
次の AWS CLI コマンドは、API マッピングを作成します。この例では、API Gateway が指定された
API およびステージに api.example.com/v1/orders に対するリクエストを送信します。
aws apigatewayv2 create-api-mapping \
--domain-name api.example.com \
--api-mapping-key v1/orders \
--api-id a1b2c3d4 \
--stage test

AWS CloudFormation
次の AWS CloudFormation 例は、API マッピングを作成します。
MyApiMapping:
Type: 'AWS::ApiGatewayV2::ApiMapping'
Properties:
DomainName: api.example.com
ApiMappingKey: 'orders/v2/items'
ApiId: !Ref MyApi
Stage: !Ref MyStage

HTTP API のデフォルトのエンドポイントの無効化
デフォルトでは、クライアントは、API Gateway が API 用に生成する execute-api エンドポイントを使
用して API を呼び出すことができます。クライアントがカスタムドメイン名を使用した場合のみ API にア
クセスできるようにするには、デフォルトの execute-api エンドポイントを無効にします。

Note
デフォルトエンドポイントを無効にすると、API のすべてのステージに影響します。
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次の AWS CLI コマンドは、HTTP API のデフォルトエンドポイントを無効にします。
aws apigatewayv2 update-api \
--api-id abcdef123 \
--disable-execute-api-endpoint

デフォルトエンドポイントを無効にした後は、自動デプロイが有効になっている場合を除き、その変更を
有効にするために API をデプロイする必要があります。
次の AWS CLI コマンドは、デプロイを作成します。
aws apigatewayv2 create-deployment \
--api-id abcdef123 \
--stage-name dev

HTTP API の保護
API Gateway は、悪意のあるユーザーやトラフィックの急増など、特定の脅威から API を保護するさま
ざまな方法を提供します。スロットリングターゲットの設定や相互 TLS の有効化などの戦略を使用し
て、API を保護できます。このセクションでは、API Gateway を使用してこれらの機能を有効にする方法
を説明しています。
トピック
• HTTP API へのリクエストの調整 (p. 702)
• HTTP API の相互 TLS 認証の設定 (p. 703)

HTTP API へのリクエストの調整
API のスロットリングおよびクォータを設定して、多すぎるリクエストで API の負荷が高くなりすぎない
ように保護できます。スロットルとクォータの両方はベストエフォートベースで適用されるため、これら
は保証されたリクエスト上限ではなく、目標として考える必要があります。
API Gateway は、トークンバケットアルゴリズムを使用してトークンでリクエストをカウントし、API へ
のリクエストを調整します。特に API Gateway では、アカウントのすべての API に送信されるリクエスト
のレートとバーストをリージョンごとに検証します。トークンバケットアルゴリズムでは、これらの制限
の事前定義されたオーバーランがバーストによって許可されますが、場合によっては、他の要因によって
制限のオーバーランが発生することがあります。
リクエストの送信数がリクエストの定常レートおよびバーストを超えると、API Gateway はリクエストを
調整を開始します。クライアントは、この時点で 429 Too Many Requests エラーレスポンスを受け取
ることがあります。このような例外をキャッチすると、クライアントは 失敗したリクエストをレート制限
する方法で再送信できます。
API デベロッパーは、API の個々のステージまたはルートに制限を設定して、アカウントのすべての API
にわたるパフォーマンス全体を向上させることができます。

リージョンごとのアカウントレベルのスロットリング
API Gateway はデフォルトで、リージョンごとに AWS アカウント内のすべての API 全体で定常状態のリ
クエスト/秒 (RPS) を制限します。また、リージョンごとに AWS アカウント内のすべての API にわたって
バースト (最大バケットサイズ) を制限します。API Gateway では、バースト制限は、API Gateway が 429
Too Many Requests エラーレスポンスを返す前に処理する同時リクエスト送信の目標最大数を表しま
す。スロットリングクォータの詳細については、「クォータと重要な注意点 (p. 841)」を参照してくださ
い。
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アカウントごとの制限は、指定したリージョンのアカウント内のすべての API に適用されます。このア
カウントレベルのレート制限は、申請に応じて引き上げることができます。API のタイムアウトが短く、
ペイロードが小さい場合、高い制限を設定できます。リージョンごとのアカウントレベルのスロットリン
グ制限の引き上げを申請するには、AWS サポートセンターにお問い合わせください。詳細については、
「クォータと重要な注意点 (p. 841)」を参照してください。これらの制限は、AWS スロットリングの制
限以上に高くすることはできません。

ルートレベルのスロットリング
特定のステージでまたは API の個々のルートでアカウントレベルのリクエストスロットリング制限を上書
きするように、ルートレベルのスロットリングを設定できます。デフォルトのルートスロットリング制限
は、アカウントレベルのレート制限を超えることはできません。
AWS CLI を使用して、ルートレベルのスロットリングを設定できます。次のコマンドは、API の指定され
たステージとルートのカスタムスロットリングを設定します。
aws apigatewayv2 update-stage \
--api-id a1b2c3d4 \
--stage-name dev \
--route-settings '{"GET /pets":
{"ThrottlingBurstLimit":100,"ThrottlingRateLimit":2000}}'

HTTP API の相互 TLS 認証の設定
相互 TLS 認証には、クライアントとサーバー間の双方向認証が必要です。相互 TLS では、クライアント
は X.509 証明書を提示して、API にアクセスするためのアイデンティティを検証する必要があります。相
互 TLS は、モノのインターネット (IoT) および B2B アプリケーションの一般的な要件です。
相互 TLS は、API Gateway でサポートされる他の認証オペレーションおよび認可オペレーショ
ン (p. 225)とともに使用できます。API Gateway は、クライアントが提供する証明書を Lambda オーソラ
イザーおよびバックエンド統合に転送します。

Important
デフォルトでは、クライアントは、API Gateway が API 用に生成する execute-api エンドポイ
ントを使用して API を呼び出すことができます。相互 TLS でカスタムドメイン名を使用するこ
とによってのみクライアントが API にアクセスできるようにするには、デフォルトの executeapi エンドポイントを無効にします。詳細については、「the section called “デフォルトのエンド
ポイントを無効にする” (p. 701)」を参照してください。

相互 TLS の前提条件
相互 TLS を設定するには、以下が必要です。
• カスタムドメイン名
• カスタムドメイン名用の AWS Certificate Manager で構成されている少なくとも 1 つの証明書
• 設定され Amazon S3 にアップロードされた信頼ストア

カスタムドメイン名
HTTP API の相互 TLS を有効にするには、API のカスタムドメイン名を設定する必要があります。カス
タムドメイン名の相互 TLS を有効にした後、カスタムドメイン名をクライアントに提供できます。相互
TLS が有効なカスタムドメイン名を使用して API にアクセスするには、クライアントは API リクエスト
で信頼できる証明書を提示する必要があります。詳細な情報は、「the section called “カスタムドメイン
名” (p. 698)」にあります。
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AWS Certificate Manager が発行した証明書を使用する
パブリックに信頼できる証明書は ACM から直接要求すること、またはパブリック証明書または自己署
名証明書をインポートすることができます。ACM で証明書を設定するには、「ACM」を参照してくださ
い。証明書をインポートする場合は、次のセクションを参照してください。

インポートされた証明書、または AWS Private Certificate Authority 証明書を使用する
ACM にインポートされた証明書、または相互 TLS を用いた AWS Private Certificate Authority からの証
明書を使用するには、API Gateway には ACM が発行した ownershipVerificationCertificate が
必要です。この所有権証明書は、ドメイン名を使用する許可を持っていることを確認するためにのみ使用
されます。TLS ハンドシェイクには使用されません。まだ ownershipVerificationCertificate を
持っていない場合は、https://console.aws.amazon.com/acm/ に進み、その 1 つをセットアップします。
ドメイン名の有効期間中、この証明書を有効にしておく必要があります。証明書の有効期限が切れ、自
動更新が失敗した場合、ドメイン名の更新はすべてロックされます。他の変更を加える前に、有効な
ownershipVerificationCertificate を用いて ownershipVerificationCertificateArn を更
新する必要があります。ownershipVerificationCertificate は、API Gateway の別の相互 TLS ド
メインのサーバー証明書として使用できません。証明書を ACM に直接再インポートする場合、発行者は
以前と同じである必要があります。

信頼ストアの設定
信頼ストアは、.pem ファイル拡張子が付いたテキストファイルです。これらは、証明機関からの証明書
の信頼できるリストです。相互 TLS を使用するには、API にアクセスするために信頼する X.509 証明書の
信頼ストアを作成します。
信頼ストアには、発行元の CA 証明書からルート CA 証明書までの完全な信頼チェーンを含める必要があ
ります。API Gateway は、信頼チェーンに存在する任意の CA によって発行されたクライアント証明書を
受け入れます。パブリックまたはプライベート認証機関からの証明書を使用できます。証明書チェーンの
最大長は 4 です。自己署名証明書を提供することもできます。信頼ストアでは、次のハッシュアルゴリズ
ムがサポートされています。
• SHA-256 以上
• RSA-2048 以上
• ECDSA-256 以上
API Gateway はいくつかの証明書プロパティを検証します。Lambda オーソライザーを使用して、証明書
が失効しているかどうかのチェックなど、クライアントによる API の呼び出し時に追加のチェックを実行
できます。API Gateway は、次のプロパティを検証します。
検証

説明

X.509 構文

証明書は X.509 構文の要件を満たしている必要が
あります。

整合性

証明書の内容は、信頼ストアの認証機関によって
署名された内容から変更されていないことが必要
です。

Validity

証明書の有効期間は最新のものであることが必要
です。

名前のチェーン/キーのチェーン

証明書の名前とサブジェクトは、途切れのな
いチェーンを形成する必要があります。証明書
チェーンの最大長は 4 です。
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信頼ストアを 1 つのファイルで Amazon S3 バケットにアップロードします。
Example certificates.pem
-----BEGIN CERTIFICATE----<Certificate contents>
-----END CERTIFICATE---------BEGIN CERTIFICATE----<Certificate contents>
-----END CERTIFICATE---------BEGIN CERTIFICATE----<Certificate contents>
-----END CERTIFICATE----...

次の AWS CLI コマンドは、certificates.pem を Amazon S3 バケットにアップロードします。
aws s3 cp certificates.pem s3://bucket-name

カスタムドメイン名の相互 TLS の設定
HTTP API の相互 TLS を設定するには、API のリージョン別カスタムドメイン名を使用してくださ
い。TLS バージョンは 1.2 以上であることが必要です。カスタムドメイン名の作成と設定の詳細について
は、「the section called “リージョン別カスタムドメイン名の設定” (p. 492)」を参照してください。

Note
相互 TLS は、プライベート API ではサポートされていません。
信頼ストアを Amazon S3 にアップロードした後、相互 TLS を使用するようにカスタムドメイン名を設定
できます。次のもの（スラッシュを含む）を端末に貼り付けます。
aws apigatewayv2 create-domain-name \
--domain-name api.example.com \
--domain-name-configurations CertificateArn=arn:aws:acm:uswest-2:123456789012:certificate/123456789012-1234-1234-1234-12345678 \
--mutual-tls-authentication TruststoreUri=s3://bucket-name/key-name

ドメイン名を作成したら、API オペレーション用に DNS レコードと基本パスのマッピングを設定する必要
があります。詳細については、「API Gateway でのリージョン別カスタムドメイン名の設定 (p. 492)」を
参照してください。

相互 TLS を必要とするカスタムドメイン名を使用して API を呼
び出す
相互 TLS が有効な API を呼び出すには、クライアントは API リクエストで信頼できる証明書を提示する
必要があります。クライアントが API を呼び出そうとすると、API Gateway は信頼ストアでクライアント
証明書の発行者を探します。API Gateway でリクエストを続行するには、証明書の発行者と、ルート CA
証明書までの完全な信頼チェーンが信頼ストアにある必要があります。
以下の例の curl コマンドは、api.example.com, が含まれるリクエストを my-cert.pem に送信しま
す。my-key.key は証明書のプライベートキーです。
curl -v --key ./my-key.key --cert ./my-cert.pem api.example.com
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API は、信頼ストアが証明書を信頼している場合にのみ呼び出されます。次の条件により、API Gateway
が TLS ハンドシェイクに失敗し、403 ステータスコードのリクエストが拒否されます。証明書が以下の場
合:
• 信頼されていない
• 有効期限切れである
• サポートされているアルゴリズムを使用していない

Note
API Gateway は、証明書が失効したかどうかを検証しません。

信頼ストアの更新
信頼ストアの証明書を更新するには、新しい証明書バンドルを Amazon S3 にアップロードします。次
に、カスタムドメイン名を更新して、更新された証明書を使用することができます。
Amazon S3 バージョニングを使用して、信頼ストアの複数のバージョンを維持します。新しい信頼ストア
バージョンを使用するようにカスタムドメイン名を更新すると、証明書が無効な場合に API Gateway から
警告が返されます。
API Gateway は、ドメイン名を更新するときにのみ、証明書の警告を生成します。API Gateway は、以前
にアップロードされた証明書の有効期限が切れた場合でも、通知しません。
以下の AWS CLI コマンドは、新しい信頼ストアバージョンを使用するようにカスタムドメイン名を更新
します。
aws apigatewayv2 update-domain-name \
--domain-name api.example.com \
--mutual-tls-authentication truststoreVersion='abcdef123'

相互 TLS を無効にする
カスタムドメイン名の相互 TLS を無効にするには、以下のコマンドに示すように、カスタムドメイン名か
ら信頼ストアを削除します。
aws apigatewayv2 update-domain-name \
--domain-name api.example.com \
--mutual-tls-authentication truststoreUri=''

証明書の警告のトラブルシューティング
相互 TLS でカスタムドメイン名を作成する場合、信頼ストア内の証明書が有効でない場合に API Gateway
から警告が返されます。これは、新しい信頼ストアを使用するようにカスタムドメイン名を更新するとき
にも発生します。警告は、証明書の問題と、警告の発生元となった証明書のサブジェクトを示します。相
互 TLS は引き続き API で有効ですが、一部のクライアントは API にアクセスできない場合があります。
警告の発生元となった証明書を特定するには、信頼ストア内の証明書をデコードする必要がありま
す。openssl などのツールを使用して、証明書をデコードし、そのサブジェクトを特定できます。
以下のコマンドは、証明書の内容 (サブジェクトなど) を表示します。
openssl x509 -in certificate.crt -text -noout
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警告の発生元となった証明書を更新または削除してから、新しい信頼ストアを Amazon S3 にアップロー
ドします。新しい信頼ストアをアップロードした後、その信頼ストアを使用するようにカスタムドメイン
名を更新します。

ドメイン名の競合のトラブルシューティング
エラー "The certificate subject <certSubject> conflicts with an existing
certificate from a different issuer." は、複数の認証機関がこのドメインの証明書を発行した
ことを表します。証明書の件名ごとに、相互 TLS ドメイン用の API Gateway には 1 人の発行者しか存在
できません。1 つの発行者を通じて、その件名に関するすべての証明書を取得する必要があります。管理
できない証明書に問題があるけれども、ドメイン名の所有権を証明できる場合は、連絡先 AWS Support か
らチケットを開きます。

ドメイン名のステータスメッセージのトラブルシューティング
PENDING_CERTIFICATE_REIMPORT: これは、証明書を ACM に再インポートし、検証に
失敗したことを意味します。すなわち、新しい証明書には SAN (サブジェクトの別名) があ
り、ownershipVerificationCertificate または証明書のサブジェクトまたは SAN はドメイン名を
カバーしないからです。何かが正しく設定されていないか、無効な証明書がインポートされた可能性があ
ります。有効な証明書を ACM に再インポートする必要があります。検証の詳細については、「ドメイン
の所有権の検証」を参照してください。
PENDING_OWNERSHIP_VERIFICATION: 以前に検証した証明書の有効期限が切れ、ACM がそれを自動
更新できなかったことを意味します。証明書を更新するか、新しい証明書をリクエストする必要がありま
す。証明書の更新の詳細については、「ACM の管理された証明書の更新に関するトラブルシューティン
グガイド」を参照してください。

HTTP API のモニタリング
CloudWatch メトリクスと CloudWatch Logs を使用して HTTP API をモニタリングできます。ログとメト
リクスを組み合わせることで、エラーをログに記録し、API のパフォーマンスを監視できます。

Note
API Gateway は、次の場合にログとメトリクスが生成されない可能性があります。
• 413 Request Entity Too Large エラー
• 過剰な 429 Too Many Requests エラー
• API マッピングを持たないカスタムドメインに送信されたリクエストからの 400 シリーズのエ
ラー
• 内部の障害によって発生した 500 シリーズのエラー
トピック
• HTTP API のメトリクスの使用 (p. 707)
• HTTP API のログ記録の設定 (p. 709)

HTTP API のメトリクスの使用
CloudWatch を使用して API の実行をモニタリングすることで、API Gateway から raw データを収集し、
リアルタイムに近い読み取り可能なメトリクスに加工することができます。これらの統計は 15 か月間記
録されるため、履歴情報にアクセスしてウェブアプリケーションやサービスの動作をより的確に把握でき
ます。デフォルトでは、API Gateway のメトリクスデータは 1 分間隔で自動的に CloudWatch に送信され

707

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
メトリクス

ます。詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch とは」を参照して
ください。
HTTP API では、次のメトリクスがサポートされています。ルートレベルのメトリクスを Amazon
CloudWatch に書き込む詳細メトリクスを有効にすることもできます。
メトリクス

説明

4xx

指定された期間に取得されたク
ライアント側エラーの数。

5xx

指定された期間に取得された
サーバー側エラーの数。

カウント

指定期間内の API リクエストの
合計数。

IntegrationLatency

API Gateway がバックエンド
にリクエストを中継してから、
バックエンドからレスポンスを
受け取るまでの時間。

レイテンシー

API Gateway がクライアント
からリクエストを受け取って
から、クライアントにレスポン
スを返すまでの時間。レイテン
シーには、統合のレイテンシー
およびその他の API Gateway の
オーバーヘッドが含まれます。

DataProcessed

処理されたデータの量 (バイト単
位)。

API Gateway のメトリクスをフィルタリングするには、次の表のディメンションを使用できます。
ディメンション

説明

ApiId

指定された API ID を持つ API の
API Gateway メトリクスをフィ
ルタリングします。

ApiId、ステージ

指定された API ID とステージ ID
で、API ステージに対する API
Gateway メトリクスがフィルタ
リングされます。

ApiId、ステージ、ルート

指定された API ID、ステージ
ID、ルート ID で、API メソッド
に対する API Gateway メトリク
スがフィルタリングされます。
詳細な CloudWatch のメトリ
クスを明示的に有効にしな
い限り、API Gateway はこ
れらのメトリクスを送信し
ません。そのためには、API
Gateway V2 REST API の

708

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
ログ記録

ディメンション

説明
UpdateStage アクションを呼び
出して、metricsEnabled プロパ
ティを true に更新します。こ
のようなメトリクスを有効にす
ることで、アカウントに追加料
金が発生します。詳細について
は、Amazon CloudWatch 料金
表をご覧ください。

HTTP API のログ記録の設定
ログ記録を有効にして CloudWatch Logs にログを記録することができます。ログ変数 (p. 710)を使用し
て、ログの内容をカスタマイズできます。
HTTP API のログ記録を有効にするには、以下を実行する必要があります。
1. ログ記録を有効にするために必要なアクセス許可が IAM ユーザーに与えられていることを確認します。
2. CloudWatch Logs ロググループを作成します。
3. API のステージの CloudWatch Logs ロググループの ARN を指定します。

ログ記録を有効にするためのアクセス許可
API のログ記録を有効にするには、IAM ユーザーに次のアクセス許可が必要です。

Example
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:GetLogEvents",
"logs:FilterLogEvents"
],
"Resource": "arn:aws:logs:us-east-2:123456789012:log-group:*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogDelivery",
"logs:PutResourcePolicy",
"logs:UpdateLogDelivery",
"logs:DeleteLogDelivery",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:DescribeResourcePolicies",
"logs:GetLogDelivery",
"logs:ListLogDeliveries"
],
"Resource": "*"
}
]
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ロググループを作成する
以下の AWS CLI コマンドはロググループを作成します。
aws logs create-log-group --log-group-name my-log-group

ログ記録を有効にするには、ロググループに Amazon リソースネーム (ARN) が必要です。ARN 形式
は、arn:aws:logs:region:account-id:log-group:log-group-name です。

ステージのログ記録の有効化
次の AWS CLI コマンドは、HTTP API の $default ステージのログ記録を有効にします。
aws apigatewayv2 update-stage --api-id abcdef \
--stage-name '$default' \
--access-log-settings '{"DestinationArn": "arn:aws:logs:region:account-id:loggroup:log-group-name", "Format": "$context.identity.sourceIp - - [$context.requestTime]
\"$context.httpMethod $context.routeKey $context.protocol\" $context.status
$context.responseLength $context.requestId"}'

ログ形式の例
いくつかの一般的なアクセスログ形式の例は API Gateway コンソールで使用できます。それらの例を以下
に示します。
• CLF (Common Log Format):
$context.identity.sourceIp - - [$context.requestTime] "$context.httpMethod
$context.routeKey $context.protocol" $context.status $context.responseLength
$context.requestId

• JSON:
{ "requestId":"$context.requestId", "ip": "$context.identity.sourceIp",
"requestTime":"$context.requestTime",
"httpMethod":"$context.httpMethod","routeKey":"$context.routeKey",
"status":"$context.status","protocol":"$context.protocol",
"responseLength":"$context.responseLength" }

• XML:
<request id="$context.requestId"> <ip>$context.identity.sourceIp</ip> <requestTime>
$context.requestTime</requestTime> <httpMethod>$context.httpMethod</httpMethod>
<routeKey>$context.routeKey</routeKey> <status>$context.status</status> <protocol>
$context.protocol</protocol> <responseLength>$context.responseLength</responseLength> </
request>

• CSV (カンマ区切り値):
$context.identity.sourceIp,$context.requestTime,$context.httpMethod,$context.routeKey,
$context.protocol,$context.status,$context.responseLength,$context.requestId

HTTP API アクセスログのカスタマイズ
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次の変数を使用して、HTTP API のアクセスログをカスタマイズできます。HTTP API のアクセスログの詳
細については、「HTTP API のログ記録の設定 (p. 709)」を参照してください。
パラメータ

説明

$context.accountId

API 所有者の AWS アカウント ID。

$context.apiId

API Gateway が API に割り当てる識別子。

$context.authorizer.claims.property

メソッドの呼び出し側が認証に成功した後に
JSON ウェブトークン (JWT) から返されるクレー
ムのプロパティ。詳細については、「JWT オーソ
ライザーを使用した HTTP API へのアクセスの制
御 (p. 669)」を参照してください。

Note
$context.authorizer.claims を呼び
出すと NULL が返されます。
$context.authorizer.error

オーソライザーから返されたエラーメッセージ。

$context.authorizer.principalId

Lambda オーソライザーから返されたプリンシパ
ルユーザー ID。

$context.authorizer.property

API Gateway Lambda オーソライザー関数から返
された context マップの指定されたキー/値ペア
の値。たとえば、オーソライザーが次の context
マップを返すとします。
"context" : {
"key": "value",
"numKey": 1,
"boolKey": true
}

$context.authorizer.key を
呼び出すと "value" 文字列が返さ
れ、$context.authorizer.numKey
を呼び出すと 1 が返さ
れ、$context.authorizer.boolKey を呼び出
すと true が返されます。
$context.awsEndpointRequestId

x-amz-request-id または x-amzn-requestId
ヘッダーからの AWS エンドポイントのリクエスト
ID。

$context.awsEndpointRequestId2

x-amz-id-2 ヘッダーからの AWS エンドポイン
トのリクエスト ID。

$context.customDomain.basePathMatched

受信リクエストが一致した API マッピングのパ
ス。クライアントがカスタムドメイン名を使用し
て API にアクセスする場合に適用されます。た
とえば、クライアントがリクエストを https://
api.example.com/v1/orders/1234 に送信
し、リクエストがパス v1/orders を持つ API
マッピングと一致する場合 、値は v1/orders に
なります。詳細については、「the section called
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パラメータ

説明
“API マッピング” (p. 699)」を参照してくださ
い。

$context.dataProcessed

処理されたデータの量 (バイト単位)。

$context.domainName

API の呼び出しに使用された完全ドメイン名。こ
れは、受信 Host ヘッダーと同じである必要があ
ります。

$context.domainPrefix

$context.domainName の 1 つ目のラベル。多く
の場合、これは発信者/顧客識別子として使用され
ます。

$context.error.message

API Gateway エラーメッセージを含む文字列。

$context.error.messageString

$context.error.message を引用符で囲んだ
値、つまり "$context.error.message"。

$context.error.responseType

GatewayResponse のタイプ。詳細については、
「the section called “メトリクス” (p. 760)」およ
び「the section called “エラーレスポンスをカスタ
マイズするためのゲートウェイレスポンスのセッ
トアップ” (p. 378)」を参照してください。

$context.extendedRequestId

$context.requestId と同等です。

$context.httpMethod

使用される HTTP メソッドです。有効な値に
は、DELETE、GET、HEAD、OPTIONS、PATCH、POST
および PUT があります。

$context.identity.accountId

リクエストに関連付けられた AWS アカウント ID
です。IAM 認証を使用するルートでサポートされ
ています。

$context.identity.caller

リクエストに署名した発信者のプリンシパル
ID。IAM 認証を使用するルートでサポートされて
います。

リクエストを行う発信者が使用する Amazon
$context.identity.cognitoAuthenticationProvider
Cognito 認証プロバイダーのカンマ区切りのリス
ト。リクエストが Amazon Cognito 認証情報で署
名されている場合にのみ使用できます。
たとえば、Amazon Cognito ユーザープール
のアイデンティティの場合、cognito-idp.
region.amazonaws.com/
user_pool_id,cognitoidp.region.amazonaws.com/
user_pool_id:CognitoSignIn:token
subject claim
詳しくは、Amazon Cognito デベロッパーガイドの
「Amazon Cognito ID プール (フェデレーティッド
ID)」を参照してください。
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説明

リクエストを行う発信者の Amazon Cognito 認
$context.identity.cognitoAuthenticationType
証タイプ。リクエストが Amazon Cognito 認
証情報で署名されている場合にのみ使用でき
ます。有効な値は、認証されたアイデンティ
ティauthenticatedおよび認証されていないアイ
デンティティunauthenticatedです。
$context.identity.cognitoIdentityId

リクエストを行う発信者の Amazon Cognito ID。
リクエストが Amazon Cognito 認証情報で署名さ
れている場合にのみ使用できます。

$context.identity.cognitoIdentityPoolId リクエストを行う発信者の Amazon Cognito ID
プール ID。リクエストが Amazon Cognito 認証情
報で署名されている場合にのみ使用できます。
AWS 組織 ID。IAM 認証を使用するルートでサ
ポートされています。

$context.identity.principalOrgId

クライアントが相互 TLS 認証中に提示した PEM
$context.identity.clientCert.clientCertPem
エンコードされたクライアント証明書。相互 TLS
が有効なカスタムドメイン名を使用してクライア
ントが API にアクセスすると、アクセスログに存
在します。
$context.identity.clientCert.subjectDN

クライアントが提示する証明書のサブジェクトの
識別名。相互 TLS が有効なカスタムドメイン名を
使用してクライアントが API にアクセスすると、
アクセスログに存在します。

$context.identity.clientCert.issuerDN

クライアントが提示する証明書の発行者の識別
名。相互 TLS が有効なカスタムドメイン名を使用
してクライアントが API にアクセスすると、アク
セスログに存在します。

証明書のシリアル番号。相互 TLS が有効なカスタ
$context.identity.clientCert.serialNumber
ムドメイン名を使用してクライアントが API にア
クセスすると、アクセスログに存在します。
証明書が無効になる前の日付。相互 TLS が有効
$context.identity.clientCert.validity.notBefore
なカスタムドメイン名を使用してクライアントが
API にアクセスすると、アクセスログに存在しま
す。
証明書が無効になった日付。相互 TLS が有効なカ
$context.identity.clientCert.validity.notAfter
スタムドメイン名を使用してクライアントが API
にアクセスすると、アクセスログに存在します。
$context.identity.sourceIp

API Gateway エンドポイントへのリクエストを実
行する即時 TCP 接続のソース IP アドレス。

$context.identity.user

リソースアクセスに対して許可されるユーザーの
プリンシパル識別子。IAM 認証を使用するルート
でサポートされています。

$context.identity.userAgent

API 発信者の User-Agent ヘッダー。
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パラメータ

説明

$context.identity.userArn

認証後に識別された有効ユーザーの Amazon リ
ソースネーム (ARN) です。IAM 認証を使用する
ルートでサポートされています。詳細について
は、「https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/
UserGuide/id_users.html」を参照してください。

$context.integration.error

統合から返されたエラーメッセージ。これは
$context.integrationErrorMessage と同等
です。

$context.integration.integrationStatus

Lambda プロキシ統合の場合、バックエンドの
Lambda 関数コードからではなく、AWS Lambda
から返されるステータスコード。

$context.integration.latency

統合レイテンシー (ミリ秒)。これは
$context.integrationLatency と同等です。

$context.integration.requestId

AWS エンドポイントのリクエスト ID これは
$context.awsEndpointRequestId と同等で
す。

$context.integration.status

統合から返されたステータスコード。Lambda
プロキシ統合では、これは Lambda 関数コー
ドから返されたステータスコードです。これは
$context.integrationStatus と同等です。

$context.integrationErrorMessage

統合エラーメッセージを含む文字列。

$context.integrationLatency

統合レイテンシー (ミリ秒)。

$context.integrationStatus

Lambda プロキシ統合の場合、このパラメータは
バックエンド Lambda 関数からではなく、AWS
Lambda から返されたステータスコードを表しま
す。

$context.path

リクエストパス。たとえば、/{stage}/root/
child と指定します。

$context.protocol

HTTP/1.1 などのリクエストプロトコル。

$context.requestId

API Gateway が API リクエストに割り当てる ID。

$context.requestTime

CLF 形式の要求時間 (dd/MMM/yyyy:HH:mm:ss
+-hhmm)。

$context.requestTimeEpoch

エポック形式のリクエスト時間。

$context.responseLatency

レスポンスレイテンシー (ミリ秒)。

$context.responseLength

レスポンスペイロードの長さ。

$context.routeKey

API リクエストのルートキー (例:/pets)。

$context.stage

API リクエストのデプロイステージ (beta、prod
など)。

$context.status

メソッドレスポンスのステータス。
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HTTP API に関する問題のトラブルシューティング
以下のトピックでは、HTTP API の使用時に発生する可能性のあるエラーや問題のトラブルシューティン
グに関するアドバイスを提供します。
トピック
• HTTP API Lambda 統合に関する問題のトラブルシューティング (p. 715)
• HTTP API JWT オーライザーに関する問題のトラブルシューティング (p. 717)

HTTP API Lambda 統合に関する問題のトラブル
シューティング
次に、HTTP API で AWS Lambda の統合 (p. 671) を使用するときに発生する可能性のあるエラーや問題
に関するトラブルシューティングのアドバイスを示します。

問題: Lambda 統合のある API が {"message":"Internal
Server Error"} を返します
内部サーバーエラーのトラブルシューティングを行うには、ログ形式に
$context.integrationErrorMessage ログ記録変数 (p. 710)を追加し、HTTP API のログを表示し
ます。これを達成するには、次の操作を行います。

を使用してロググループを作成するにはAWS Management Console
1.

CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。

2.

[ロググループ] を選択します。

3.

[ロググループの作成] を選択します。

4.

ロググループ名を入力し、[作成] を選択します。

5.

ロググループの Amazon リソースネーム (ARN) を書き留めます。ARN 形式
は、arn:aws:logs:region: account-id:log-group:log-group-name です。HTTP API のアクセスの
ログ記録を有効にするには、ロググループ ARN が必要です。

$context.integrationErrorMessage ロギング変数を追加するには
1.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

2.

HTTP API を選択します。

3.

[モニタリング] で、[ログ記録] を選択します。

4.

API のステージを選択します。

5.

[編集] を選択し、アクセスログを有効にします。

6.

[Log destination] (ログの送信先) で、前のステップで作成したロググループの ARN を入力します。

7.

[ログの形式] で、[CLF] を選択します。

8.

ログ形式の末尾に $context.integrationErrorMessage を追加します。

9.

[保存] を選択します。

API のログを表示するには
1.

ログを生成します。ブラウザまたは curl を使用して API を呼び出します。
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$curl https://api-id.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/route

2.

https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールにサインインします。

3.
4.
5.

HTTP API を選択します。
[モニタリング] で、[ログ記録] を選択します。
ロギングを有効にした API のステージを選択します。

6.
7.

[CloudWatch のログを表示] を選択します。
最新のログストリームを選択して、HTTP API のログを表示します。

8.

ログエントリは、以下のようになります。

ログ形式に $context.integrationErrorMessage を追加したため、問題の概要を示すエラーメッ
セージがログに表示されます。
Lambda 関数コードに問題があることを示す別のエラーメッセージがログに含まれている可能性がありま
す。その場合は、Lambda 関数コードを確認し、Lambda 関数が必要な形式 (p. 674)でレスポンスを返す
ことを確認します。ログにエラーメッセージが含まれていない場合は、トラブルシューティングに役立つ
詳細情報のために、ログ形式に $context.error.message および $context.error.responseType
を追加します。
この場合、API Gateway には Lambda 関数を呼び出すために必要なアクセス許可がないことがログに示さ
れます。
API Gateway コンソールで Lambda 統合を作成すると、API Gateway は Lambda 関数を呼び出すためのア
クセス許可を自動的に設定します。AWS CLI、AWS CloudFormation、または SDK を使用して Lambda 統
合を作成する場合、API Gateway に関数を呼び出すアクセス許可を付与する必要があります。次の AWS
CLI コマンドは、Lambda 関数を呼び出すための HTTP API の $default ステージと $default ルートの
アクセス許可を付与します。
aws lambda add-permission \
--function-name my-function \
--statement-id apigateway-invoke-permissions \
--action lambda:InvokeFunction \
--principal apigateway.amazonaws.com
--source-arn "arn:aws:execute-api:us-west-2:123456789012:api-id/\$default/\$default"
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Lambda コンソールの [Permissions (アクセス権限)] タブで関数ポリシーを確認します。
API をもう一度呼び出してみてください。Lambda 関数のレスポンスが表示されるはずです。

HTTP API JWT オーライザーに関する問題のトラブル
シューティング
次に、HTTP API で JSON ウェブトークン (JWT) オーソライザーを使用するときに発生する可能性のある
エラーおよび問題のトラブルシューティングに関するアドバイスを示します。

問題: API が 401 {"message":"Unauthorized"} を返します
API からのレスポンスで www-authenticate ヘッダーを確認します。
次のコマンドは、curl を使用して、$request.header.Authorization を ID ソース として使用する
JWT オーソライザーを使用して API にリクエストを送信します。
$curl -v -H "Authorization: token" https://api-id.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/route

API からのレスポンスには www-authenticate ヘッダーが含まれます。
...
< HTTP/1.1 401 Unauthorized
< Date: Wed, 13 May 2020 04:07:30 GMT
< Content-Length: 26
< Connection: keep-alive
< www-authenticate: Bearer scope="" error="invalid_token" error_description="the token does
not have a valid audience"
< apigw-requestid: Mc7UVioPPHcEKPA=
<
* Connection #0 to host api-id.execute-api.us-west-2.amazonaws.com left intact
{"message":"Unauthorized"}}

この場合、www-authenticate ヘッダーには、有効な対象者に対してトークンが発行されなかったこ
とが示されます。API Gateway でリクエストを承認するには、JWT の aud または client_id クレーム
が、オーソライザー用に設定されている対象者のエントリの 1 つと一致する必要があります。
また、JWTをデコードし、APIが必要とする発行者、対象者、スコープと一致することを確認するこ
ともできます。ウェブサイトの jwt.io は、ブラウザで JWT をデバッグすることができます。OpenID
Foundation では、JWT で使用するライブラリのリストが管理されます。
JWT オーソライザーの詳細については、「JWT オーソライザーを使用した HTTP API へのアクセスの制
御 (p. 669)」を参照してください 。
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WebSocket API の操作
API Gateway の WebSocket API は、バックエンドの HTTP エンドポイント、Lambda 関数、またはその
他の AWS のサービスを使用して統合されている WebSocket ルートのコレクションです。API Gateway 機
能を使用すると、作成から本番稼働 API のモニタリングまで、API ライフサイクルのあらゆる側面を支援
できます。
API Gateway WebSocket API は双方向です。クライアントはサービスにメッセージを送信し、サービス
は個別にクライアントにメッセージを送信できます。この双方向動作により、クライアントが明示的な要
求を行う必要がなく、サービスがクライアントにデータをプッシュできるため、より豊かなクライアント/
サービスの対話が実現します。WebSocket API は、チャットアプリケーション、コラボレーションプラッ
トフォーム、マルチプレイヤーゲーム、金融取引プラットフォームなどのリアルタイムアプリケーション
でよく使用されます。
開始するためのサンプルアプリについては、「simple-websockets-chat-app」を参照してください。
このセクションでは、API Gateway を使用して WebSocket API を開発、公開、保護、監視する方法を学
習できます。
トピック
• API Gateway での WebSocket API について (p. 718)
• API ゲートウェイでの WebSocket API の開発 (p. 728)
• 顧客が呼び出す WebSocket API の発行 (p. 752)
• WebSocket API の保護 (p. 759)
• WebSocket API のモニタリング (p. 760)

API Gateway での WebSocket API について
API Gateway では、AWS のサービス (Lambda や DynamoDB など) または HTTP エンドポイントのステー
トフルフロントエンドとして WebSocket API を作成できます。WebSocket API は、クライアントアプリ
から受信するメッセージのコンテンツに基づいて、バックエンドを呼び出します。
WebSocket API は、リクエストを受け取って応答する REST API とは異なり、クライアントアプリとバッ
クエンド間の双方向通信をサポートします。バックエンドは、接続されたクライアントにコールバック
メッセージを送信できます。
WebSocket API では、受信する JSON メッセージは設定したルートに基づいてバックエンド統合に転送さ
れます (JSON 以外のメッセージは、設定した $default ルートに転送されます)。
ルートにはルートキーが含まれます。これは、ルート選択式が評価されたときに予期される値です。属
性 routeSelectionExpression は、API レベルで定義されます。メッセージペイロードに存在するこ
とが予期される JSON プロパティを指定します。ルート選択式の詳細については、「the section called
“” (p. 730)」を参照してください。
たとえば、JSON メッセージに action プロパティが含まれていて、このプロパティに基づいてさまざ
まなアクションを実行する場合、ルート選択式は ${request.body.action} のようになります。ルー
ティングテーブルでは、このテーブルで定義したカスタムルートキーの値に対して、action プロパティ
の値を一致させることによって、実行するアクションを指定します。
3 つの事前定義されたルート ($connect、$disconnect、および $default) を使用できます。さらに、
カスタムルートを作成することができます。
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• API Gateway は、クライアントと WebSocket API 間の永続的な接続が開始されたときに、$connect
ルートを呼び出します。
• API Gateway は、クライアントまたはサーバーが API から切断したときに、$disconnect ルートを呼
び出します。
• API Gateway は、一致するルートが見つかった場合、メッセージに対してルート選択式が評価された後
でカスタムルートを呼び出します。この一致により、呼び出される統合が決まります。
• ルート選択式をメッセージに対して評価できない場合や、一致するルートが見つからない場合、API
Gateway は $default ルートを呼び出します。
$connect および $disconnect ルートの詳細については、「the section called “接続されたユーザーおよ
びクライアントアプリの管理” (p. 719)」を参照してください。
$default ルートおよびカスタムルートの詳細については、「the section called “バックエンド統合の呼び
出し” (p. 720)」を参照してください。
バックエンドサービスは、接続されたクライアントアプリにデータを送信できます。詳細については、
「the section called “バックエンドサービスから接続されたクライアントへのデータの送信” (p. 722)」を
参照してください。

接続されたユーザーおよびクライアントアプリの管理:
$connect ルートおよび $disconnect ルート
トピック
• $connect ルート (p. 719)
• $disconnect ルート (p. 720)

$connect ルート
クライアントアプリは、WebSocket アップグレードリクエストを送信して WebSocket API に接続しま
す。リクエストが成功すると、接続が確立されている間に $connect ルートが実行されます。
WebSocket 接続はステートフルな接続であるため、$connect ルートのみで認証を設定できま
す。AuthN/AuthZ は接続時にのみ実行されます。
$connect ルートに関連付けられている統合の実行が完了するまで、アップグレードリクエストは保留中
になり、実際の接続は確立されません。$connect リクエストが失敗した場合 (AuthN/AuthZ の障害や統
合の障害など)、接続は行われません。

Note
$connect で承認が失敗した場合、接続は確立されず、クライアントは 401 または 403 レスポ
ンスを受け取ります。
$connect の統合の設定はオプションです。次の場合は $connect 統合の設定を検討してください。
• Sec-WebSocket-Protocol フィールドを使用して、クライアントがサブプロトコルを指定できるよう
にする。サンプルコードについては、「WebSocket サブプロトコルを必要とする $connect ルートの
設定 (p. 734)」を参照してください。
• クライアントが接続したときに通知を受ける。
• 接続をスロットリングする、または接続するユーザーを管理する。
• バックエンドで、コールバック URL を使用してメッセージをクライアントに送信する。
• 各接続 ID およびその他の情報をデータベース (例: Amazon DynamoDB) に保存する。
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$disconnect ルート
$disconnect ルートは、接続を閉じた後に実行されます。
接続は、サーバーまたはクライアントによって閉じることができます。接続が実行されると、接続がすで
に閉じられているため、$disconnect がベストエフォート型のイベントです。API Gateway は、統合に
$disconnect イベントを配信するために最善を尽くしますが、配信を保証することはできません。
バックエンドは、@connections API を使用して切断を開始できます。詳細については、「the section
called “バックエンドサービスでの @connections コマンドの使用” (p. 751)」を参照してください。

バックエンド統合の呼び出し: $default ルートおよ
びカスタムルート
トピック
• ルートを使用したメッセージの処理 (p. 720)
• $default ルート (p. 721)
• カスタムルート (p. 721)
• API Gateway WebSocket API 統合を使用したビジネスロジックへの接続 (p. 721)
• WebSocket API と REST API の重要な相違点 (p. 722)

ルートを使用したメッセージの処理
API Gateway WebSocket API では、クライアントからバックエンドサービスに、またはその逆にメッセー
ジを送信できます。HTTP のリクエスト/レスポンスモデルとは異なり、WebSocket ではクライアントがア
クションを実行することなく、バックエンドがクライアントにメッセージを送信できます。
メッセージの形式は JSON または JSON 以外とすることができます。ただし、メッセージの内容に
よっては、JSON メッセージのみを特定の統合にルーティングできます。JSON 以外のメッセージ
は、$default ルートによってバックエンドにパススルーされます。

Note
API Gateway は最大 128 KB までのメッセージペイロードをサポートし、最大フレームサイズは
32 KB です。メッセージが 32 KB を超えた場合は、それぞれが 32 KB 以下の複数のフレームに
分割する必要があります。大きなメッセージ (またはフレーム) が受信された場合、接続は 1009
コードで閉じられます。
現時点では、バイナリペイロードはサポートされていません。バイナリフレームが受信された場
合、接続は 1003 コードで閉じられます。ただし、バイナリペイロードはテキストに変換できま
す。「the section called “バイナリメディアタイプ” (p. 750)」を参照してください。
API Gateway の WebSocket API では、メッセージの内容に基づいて JSON メッセージをルーティン
グし、特定のバックエンドサービスを実行できます。クライアントが WebSocket 接続経由でメッセー
ジを送信すると、これが WebSocket API に対するルートリクエストになります。リクエストが、API
Gateway の対応するルートキーを持つルートと照合されます。WebSocket API のルートリクエスト
は、API Gateway コンソールで、または AWS CLI もしくは AWS SDK を使用してセットアップできま
す。

Note
AWS CLI および AWS SDK で、統合を作成する前または後にルートを作成できます。現在のとこ
ろ、コンソールは統合の再利用をサポートしていないため、最初にルートを作成してから、その
ルートの統合を作成する必要があります。
統合リクエストを進める前にルートリクエストの検証を実行するよう API Gateway を設定できます。検
証に失敗すると、API Gateway はバックエンドを呼び出さずにリクエストを失敗させ、次のような "Bad
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request body" ゲートウェイレスポンスをクライアントに送信し、CloudWatch Logs で検証の失敗を発
行します。
{"message" : "Bad request body", "connectionId": "{connectionId}", "messageId":
"{messageId}"}

これによりバックエンドへの不要な呼び出しが減り、API のその他の要件に集中することができます。
また、API のルートに対するルートのレスポンスを定義し、双方向通信を有効にすることもできます。
ルートレスポンスは、特定のルートの統合の完了時にどのようなデータがクライアントに送信されるかを
示します。たとえば、クライアントがレスポンスを受信せずにバックエンドにレスポンスを送信するよう
にする場合 (単方向通信)、ルートのレスポンスを定義する必要はありません。ただし、ルートレスポンス
のルートを提供しない場合、API Gateway は統合の結果に関する情報をクライアントに送信しません。

$default ルート
すべての API Gateway WebSocket API は、$default ルートを持つことができます。これは、次の方法
で使用できる特殊なルーティング値です。
• これを定義されたルートキーと一緒に使用し、定義されたいずれのキーとも一致しない受信メッセージ
の「フォールバック」ルート (たとえば、特定のエラーメッセージを返す汎用モック統合) を指定できま
す。
• 定義されたルートキーなしでこれを使用し、バックエンドコンポーネントにルーティングを委任するプ
ロキシモデルを指定できます。
• これを使用して、JSON 以外のペイロードのルートを指定できます。

カスタムルート
メッセージの内容に基づいて特定の統合を呼び出す場合、カスタムルートを作成してこれを行うことがで
きます。
カスタムルートは、指定されたルートキーと統合を使用します。受信メッセージにプロパティ JSON プロ
パティが含まれていて、そのプロパティがルートキーの値に一致する値に評価される場合、API Gateway
は統合を呼び出します。(詳しくは、the section called “WebSocket API について” (p. 718) を参照してく
ださい)。
たとえば、チャットルームアプリケーションを作成するとします。ルート選択式が
$request.body.action である WebSocket API を作成して開始できます。次に、joinroom および
sendmessage の 2 つのルートを定義できます。クライアントアプリは、次のようなメッセージを送信し
て joinroom ルートを呼び出す場合があります。
{"action":"joinroom","roomname":"developers"}

また、次のようなメッセージを送信して sendmessage ルートを呼び出す場合があります。
{"action":"sendmessage","message":"Hello everyone"}

API Gateway WebSocket API 統合を使用したビジネスロジック
への接続
API Gateway WebSocket API のルートを設定したら、使用する統合を指定する必要があります。ルートリ
クエストとルートレスポンスを持つことができるルートと同じように、統合は統合リクエストと統合レス
ポンスを持つことができます。統合リクエストには、クライアントから受け取ったリクエストを処理する
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ためにバックエンドで予期される情報が含まれます。統合レスポンスには、バックエンドが API Gateway
に返すデータが含まれます。このデータは、クライアントに送信するメッセージを作成するために使用さ
れる場合があります (ルートレスポンスが定義されている場合)。
統合の設定の詳細については、「the section called “統合” (p. 738)」を参照してください。

WebSocket API と REST API の重要な相違点
WebSocket API の統合は REST API の統合に似ていますが、次のような違いがあります。
• 現時点では、API Gateway コンソールで最初にルートを作成してから、そのルートのターゲットとして
統合を作成する必要があります。ただし、API と CLI では、ルートと統合を任意の順序で個別に作成で
きます。
• 複数のルートに単一の統合を使用できます。たとえば、相互に密接に関連した一連のアクションがある
場合は、それらのすべてのルートを単一の Lambda 関数に移動したい場合があります。統合の詳細を複
数回定義する代わりに、1 回指定して、関連する各ルートに割り当てることができます。

Note
現在のところ、コンソールは統合の再利用をサポートしていないため、最初にルートを作成し
てから、そのルートの統合を作成する必要があります。
AWS CLI、AWS SDK では、ルートのターゲットを "integrations/{integration-id}"
の値に設定して統合を再利用できます。ここで {integration-id}" は、ルートに関連付け
る統合の一意の ID です。
• API Gateway は、ルートと統合で使用できる複数の選択式 (p. 723)を提供します。入力テンプレート
または出力マッピングを選択するために、コンテンツタイプに依存する必要はありません。ルート選択
式の場合と同様に、API Gateway で評価される選択式を定義して、適切な項目を選択できます。それら
のすべては、一致するテンプレートが見つからない場合に、$default テンプレートにフォールバック
されます。
• 統合リクエストで、テンプレート選択式は $request.body.<json_path_expression> および静
的な値をサポートしています。
• 統合レスポンスで、テンプレート選択式は
$request.body.<json_path_expression>、$integration.response.statuscode、およ
び $integration.response.header.<headerName> をサポートしています。
リクエストとレスポンスが同期的に送信される HTTP プロトコルでは、通信は基本的に一方向で
す。WebSocket プロトコルでは、通信は双方向です。レスポンスは非同期であり、必ずしもクライアント
のメッセージの送信と同じ順序でクライアントによって受信される必要はありません。さらに、バックエ
ンドはクライアントにメッセージを送信できます。

Note
AWS_PROXY または LAMBDA_PROXY 統合を使用するように設定されたルートでは、通信は一方
向で、API Gateway は自動的にルートレスポンスにバックエンドレスポンスをパススルーしませ
ん。たとえば、LAMBDA_PROXY 統合の場合は、 Lambda 関数が返す本文はクライアントに返され
ません。クライアントが統合レスポンスを受信するには、ルートレスポンスを定義して、双方向
通信を可能にする必要があります。

バックエンドサービスから接続されたクライアントへ
のデータの送信
API Gateway WebSocket API は、バックエンドサービスから接続されたクライアントにデータを送信する
ために、次の方法を提供します。
• 統合はレスポンスを送信できます。これは、定義したルートレスポンスでクライアントに返されます。
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• @connections API を使用して POST リクエストを送信することができます。詳細については、「the
section called “バックエンドサービスでの @connections コマンドの使用” (p. 751)」を参照してくだ
さい。

API Gateway での WebSocket 選択式
トピック
• ルートレスポンス選択式 (p. 723)
• API キー選択式 (p. 723)
• API マッピング選択式 (p. 723)
• WebSocket 選択式の概要 (p. 724)
API Gateway はリクエストとレスポンスのコンテキストを評価し、キーを生成する方法として、選択式を
使用します。次に、このキーを使用して、通常は API デベロッパーから提供される使用可能な値のセッ
トから選択できます。サポートされている正確な変数のセットは、式によって異なります。各式について
は、以下で詳しく説明します。
すべての式では、言語は一連のルールに従います。
• 変数には "$" が前に付けられます。
• 中かっこを使用して、変数の境界を明示的に定義できます (例: "${request.body.version}beta")。
• 複数の変数がサポートされていますが、評価は 1 回しか発生しません (繰り返しの評価は行われませ
ん)。
• ドル記号 ($) を使って "\" をエスケープすることができます。これは、予約された $default キー (例:
"\$default") にマッピングされる式を定義するときに最も便利です。
• 場合によっては、パターン形式が必要です。この場合、式は "/" のようにスラッシュ ("/2\d\d/") で
囲み、2XX のステータスコードに合わせる必要があります。

ルートレスポンス選択式
ルートレスポンス (p. 733)は、バックエンドからクライアントにレスポンスをモデル化するために使用
されます。WebSocket API の場合、ルートレスポンスはオプションです。定義された場合、WebSocket
メッセージを受信したときにレスポンスをクライアントに返す必要があることを API Gateway に指定しま
す。
ルートレスポンス選択式の評価により、ルートレスポンスキーが生成されます。最終的に、このキーを使
用して、API に関連付けられたいずれかの RouteResponses から選択されます。ただし、現在サポート
されているのは $default キーのみです。

API キー選択式
この式は、クライアントが有効な API キー (p. 6)を提供した場合のみ、特定のリクエストを続行する必要
があるとサービスが決定したときに評価されます。
現在サポートされている値は、$request.header.x-api-key および
$context.authorizer.usageIdentifierKey の 2 つのみです。

API マッピング選択式
この式は、カスタムドメインを使用してリクエストが実行されたときに選択する API ステージを決定する
ために評価されます。
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現在、サポートされている値は $request.basepath のみです。

WebSocket 選択式の概要
次の表は、WebSocket API の選択式のユースケースをまとめたものです。
選択式

評価結果のキー

コメン
ト

ユース
ケース
の例

Api.RouteSelectionExpression
Route.RouteKey

$defaultクライ
アント
は
リクエ
キャッ
ストの
チオー
コンテ
ルルー
キスト
トと
に基づ
して
いて
サポー
Route
トされ
WebSocket
ていま
メッ
す。
セージ
をルー
ティン
グしま
す。

Route.ModelSelectionExpression
Route.RequestModels のキー

オプ
ショ
ン。
非プロ
キシ統
合に対
して指
定され
ている
場合、
モデル
検証が
発生し
ます。

同じ
ルー
ト内で
動的に
リクエ
スト検
証を実
行しま
す。

$default
は
キャッ
チオー
ルと
して
サポー
トされ
ていま
す。
Integration.TemplateSelectionExpression
Integration.RequestTemplates のキー
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選択式

評価結果のキー

コメン
ト

ユース
ケース
の例

受信ペ
イロー
ドを操
作する
ための
非プロ
キシ統
合に提
供でき
ます。

プロパ
ティに
基づい
て、呼
び出し
元のリ
クエス
トを操
作しま
す。

${request.body.jsonPath}
およ
び静的
な値が
サポー
トされ
ていま
す。
$default
は
キャッ
チオー
ルと
して
サポー
トされ
ていま
す。
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選択式

評価結果のキー

Integration.IntegrationResponseSelectionExpression
IntegrationResponse.IntegrationResponseKey

コメン
ト

ユース
ケース
の例

オプ
ショ
ン。非
プロキ
シ統合
に提供
される
場合が
ありま
す。

バック
エンド
からの
レスポ
ンスを
操作し
ます。

バック
エン
ドの動
エラー
的なレ
メッ
スポン
セー
スに基
ジのパ
づいて
ターン
発生す
一致
るアク
(Lambda ション
から)
を選択
または
します
ステー
(特定の
タス
エラー
コード
を明
(HTTP
確に処
統合か
理)。
ら) と
して動
作しま
す。
$default
は、成
功した
レスポ
ンスの
キャッ
チオー
ルとし
て動作
する非
プロキ
シ統合
で必要
です。
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選択式

評価結果のキー

IntegrationResponse.TemplateSelectionExpression
IntegrationResponse.ResponseTemplates のキー

コメン
ト

ユース
ケース
の例

オプ
ショ
ン。非
プロキ
シ統合
に提供
される
場合が
ありま
す。

場合に
よって
は、レ
スポン
スの動
的プロ
パティ
は、同
じルー
トおよ
び関連
する統
合内で
別の変
換を指
示しま
す。

$default
はサ
ポー
トされ
ていま
す。

${request.body.js
およ
び静的
な値が
サポー
トされ
ていま
す。
$default
は
キャッ
チオー
ルと
して
サポー
トされ
ていま
す。
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選択式

評価結果のキー

コメン
ト

Route.RouteResponseSelectionExpression
RouteResponse.RouteResponseKey

ユース
ケース
の例

WebSocket
ルート
の双方
向通信
を開始
するた
めに提
供する
必要が
ありま
す。
現在、
この
値は
$default
のみに
制限さ
れてい
ます。

RouteResponse.ModelSelectionExpression
RouteResponse.RequestModels のキー

現在サ
ポート
されて
いませ
ん。

API ゲートウェイでの WebSocket API の開発
このセクションでは、API Gateway API の開発中に必要な API Gateway 機能について詳しく説明します。
API Gateway API の開発中、API の特性をいくつか決定することになります。これらの特性は API のユー
スケースによって異なります。たとえば、API を特定のクライアントのみが呼び出せるようにしたり、す
べてのユーザーが利用できるようにしたりできます。API コールで Lambda 関数の実行、データベースク
エリの作成やアプリケーションの呼び出しができます。
トピック
• API Gateway での WebSocket API のデプロイ (p. 729)
• WebSocket API のルートの操作 (p. 729)
• API Gateway での WebSocket API へのアクセスの制御と管理 (p. 735)
• WebSocket API 統合の設定 (p. 738)
• リクエストの検証 (p. 742)
• WebSocket API のデータ変換の設定 (p. 743)
• WebSocket API のバイナリメディアタイプの使用 (p. 750)
• WebSocket API の呼び出し (p. 750)
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API Gateway での WebSocket API のデプロイ
WebSocket API は、AWS CLI create-api コマンドを使用する、または AWS SDK で CreateApi コマ
ンドを使用することで、API Gateway コンソールで作成できます。以下の手順では、新しい WebSocket
API を作成する方法を示しています。

Note
WebSocket API は、TLS 1.2 のみをサポートします。以前の TLS バージョンはサポートされてい
ません。

AWS CLI コマンドを使用して WebSocket API を作成する
AWS CLI を使用して WebSocket API を作成するには、次の例に示すように create-api コマンドを呼び
出す必要があります。これにより、$request.body.action ルート選択式で API が作成されます。
aws apigatewayv2 --region us-east-1 create-api --name "myWebSocketApi3" --protocol-type
WEBSOCKET --route-selection-expression '$request.body.action'

出力例:
{

}

"ApiKeySelectionExpression": "$request.header.x-api-key",
"Name": "myWebSocketApi3",
"CreatedDate": "2018-11-15T06:23:51Z",
"ProtocolType": "WEBSOCKET",
"RouteSelectionExpression": "'$request.body.action'",
"ApiId": "aabbccddee"

API Gateway コンソールを使用した WebSocket API の作成
WebSocket プロトコルを選択し、API に名前を付けることで、コンソールで WebSocket API を作成でき
ます。

Important
API を作成した後で、選択したプロトコルを変更することはできません。WebSocket API を
REST API に変換することはできません。その逆も同様です。

API Gateway コンソールを使用して WebSocket API を作成するには
1.
2.

API Gateway コンソールにサインインし、[Create API (API の作成)] を選択します。
[WebSocket API] で [Build (ビルド)] を選択します

3.

[設定] の [API 名] フィールドに、API の名前 (PetStore など) を入力します。

4.

API の [ルート選択式] を入力します (例: $request.body.action)。

5.
6.

ルート選択式の詳細については、「the section called “” (p. 730)」を参照してください。
必要に応じて、[説明] に API の説明を入力します。
[Create API] を選択します。

WebSocket API のルートの操作
WebSocket API では、受信する JSON メッセージは設定したルートに基づいてバックエンド統合に転送さ
れます (JSON 以外のメッセージは、設定した $default ルートに転送されます)。
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ルートにはルートキーが含まれます。これは、ルート選択式が評価されたときに予期される値です。属
性 routeSelectionExpression は、API レベルで定義されます。メッセージペイロードに存在するこ
とが予期される JSON プロパティを指定します。ルート選択式の詳細については、「the section called
“” (p. 730)」を参照してください。
たとえば、JSON メッセージに action プロパティが含まれていて、このプロパティに基づいてさまざ
まなアクションを実行する場合、ルート選択式は ${request.body.action} のようになります。ルー
ティングテーブルでは、このテーブルで定義したカスタムルートキーの値に対して、action プロパティ
の値を一致させることによって、実行するアクションを指定します。
3 つの事前定義されたルート ($connect、$disconnect、および $default) を使用できます。さらに、
カスタムルートを作成することができます。
• API Gateway は、クライアントと WebSocket API 間の永続的な接続が開始されたときに、$connect
ルートを呼び出します。
• API Gateway は、クライアントまたはサーバーが API から切断したときに、$disconnect ルートを呼
び出します。
• API Gateway は、一致するルートが見つかった場合、メッセージに対してルート選択式が評価された後
でカスタムルートを呼び出します。この一致により、呼び出される統合が決まります。
• ルート選択式をメッセージに対して評価できない場合や、一致するルートが見つからない場合、API
Gateway は $default ルートを呼び出します。

ルート選択式
ルート選択式は、サービスが受信メッセージについてたどるルートを選択するときに評価されます。この
サービスでは、routeKey が評価された値に完全に一致するときにルートが使用されます。何も一致せ
ず、$default ルートキーを持つルートが存在する場合は、そのルートが選択されます。評価された値と
一致するルートがなく、$default ルートもない場合、サービスからエラーが返されます。WebSocket
ベースの API の場合、式の形式は $request.body.{path_to_body_element} である必要がありま
す。
たとえば、次の JSON メッセージを送信するとします。
{

}

"service" : "chat",
"action" : "join",
"data" : {
"room" : "room1234"

}

action プロパティに基づいて、API の動作を選択する必要があります。その場合は、次のルート選択式
を定義できます。
$request.body.action

この例で request.body は、メッセージの JSON ペイロードを参照し、.action が JSONPath 式にな
ります。JSON パス式は request.body の後に使用できますが、結果は文字列化されることに注意して
ください。たとえば、JSONPath 式は 2 つの要素の配列を返し、文字列 "[item1, item2]" として表示
されます。このため、式は配列やオブジェクトではなく値に対して評価することをお勧めします。
静的な値を使用するか、複数の変数を使用できます。以下の表に示しているのは、例と上記のペイロード
に対して評価された結果です。
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式

評価結果

説明

$request.body.action
join

1 つの
ラップ解
除された
変数

${request.body.action}
join

1 つの
ラップさ
れた変数

${request.body.service}/
chat/join
${request.body.action}

静的な値
を持つ複
数の変数

${request.body.action}join${request.body.invalidPath}

JSONPath
が見つか
らない場
合、変数
は "" とし
て解決さ
れます。

action

action

静的な値

\$default

$default

静的な値

評価された結果は、ルートを見つけるために使用されます。一致するルートキーがあるルートがある
場合、そのルートがメッセージを処理するために選択されます。一致するルートが見つからなかった場
合、API Gateway は $default ルートを見つけようとします (利用可能な場合)。$default ルートが定義
されていない場合、API Gateway はエラーを返します。

API Gateway で WebSocket API のルートを設定する
新しい WebSocket API を初めて作成するときは、3 つの事前定義されたルート
($connect、$disconnect、$default) があります。これらのルートは、コンソール、API、または
AWS CLI を使って作成できます。必要に応じて、カスタムルートを作成することができます。詳細につい
ては、「the section called “WebSocket API について” (p. 718)」を参照してください。

Note
CLI では、統合を作成する前または後にルートを作成したり、複数のルートで同じ統合を再利用
したりできます。

API Gateway コンソールを使用したルートの作成
API Gateway コンソールを使用してルートを作成するには
1.

API Gateway コンソールにサインインし、[API]、[Routes (ルート)] の順に選択します。

2.

事前定義されたいずれかのルート ($connect、$disconnect、および $default) を作成するに
は、その名前を選択します。
必要に応じて、カスタムルートを作成することができます。これを行うには、[New Route Key (新し
いルートキー)] テキストボックスにルートキー名を入力し、チェックマークアイコンを選択します。

3.

Note
カスタムルートを作成する場合、ルートキー名に $ プレフィックスは使用しないでくださ
い。このプレフィックスは事前定義されたルートのために予約されています。
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AWS CLI を使用したルートの作成
AWS CLI を使用してルートを作成するには、次の例に示すように、create-route を呼び出します。
aws apigatewayv2 --region us-east-1 create-route --api-id aabbccddee --route-key $default

出力例:
{

}

"ApiKeyRequired": false,
"AuthorizationType": "NONE",
"RouteKey": "$default",
"RouteId": "1122334"

$connect のルートリクエスト設定の指定
API の $connect ルートを設定するときは、以下のオプション設定を使用して、API の認証を有効にでき
ます。詳細については、「the section called “$connect ルート” (p. 719)」を参照してください。
• 認可: 認証が必要ない場合は、NONE を指定できます。それ以外の場合は、以下を指定できます。
• API へのアクセスを制御するために標準の AWS IAM ポリシーを使用するには、AWS_IAM を指定しま
す。
• CUSTOM以前に作成した Lambda オーソライザー関数を指定して API の認証を実装するには、 を指
定します。オーソライザーは、独自の AWS アカウントまたは別の AWS アカウントに設定できま
す。Lambda オーソライザーの詳細については、「API Gateway Lambda オーソライザーを使用す
る (p. 251)」を参照してください。

Note
API Gateway コンソールで、CUSTOM 設定は「the section called “コンソールを使用して
Lambda オーソライザーを設定する” (p. 258)」で説明したオーソライザー関数を設定した後
でのみ表示されます。

Important
[認証] 設定は、$connect ルートだけではなく、API 全体に適用されます。$connect ルート
は、すべての接続で呼び出されるため、他のルートを保護します。
• [API キーの必要性]: 必要に応じて、API の $connect ルートの API キーを要求できます。API キー
を使用量プランと一緒に使用して、API へのアクセスを制御、追跡できます。詳細については、「the
section called “使用量プラン” (p. 510)」を参照してください。

API Gateway コンソールを使用して $connect ルートリクエストをセットアップする
API Gateway コンソールを使用して WebSocket API の $connect ルートリクエストを設定するには
1.
2.
3.
4.

API Gateway コンソールにサインインし、[API]、[Routes (ルート)] の順に選択します。
[ルート] の [$connect] を選択します。
ルートの概要ペインで [ルートリクエスト] を選択します。
[アクセス設定] で、次のようにルート設定を指定します。
a.
b.

[認証] 設定を編集するには、鉛筆アイコンを選択します。ドロップダウンメニューから目的の設
定を選択し、チェックマークアイコンを選択して新しい設定を保存します。
[API キーの必要性] 設定を編集するには、鉛筆アイコンを選択します。ドロップダウンメニュー
から [true] または [false] を選択し、チェックマークアイコンを選択して新しい設定を保存し
ます。
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API Gateway で WebSocket API のルートレスポンスを設定する
WebSocket ルートは、双方向または単方向通信に対して設定できます。ルートにルートレスポンスがある
場合、双方向通信用に設定されます。それ以外の場合は、単方向通信用に設定されます。ルートレスポン
スは、双方向通信を有効にするために使用されます。ここで、API はクライアントのメッセージのコンテ
キストで、レスポンスをクライアントに返します。
API Gateway コンソール、AWS CLI、または AWS SDK を使用して、ルートレスポンスとレスポンス選択
式を設定できます。ルートレスポンスの詳細については、「the section called “バックエンド統合の呼び出
し” (p. 720)」を参照してください。
ルートレスポンス選択式の設定の詳細については、「the section called “” (p. 723)」を参照してくださ
い。
トピック
• API Gateway コンソールを使用したルートレスポンスの設定 (p. 733)
• AWS CLI を使用してルートレスポンスを設定する (p. 733)

API Gateway コンソールを使用したルートレスポンスの設定
API Gateway コンソールを使用して WebSocket API のルートレスポンスを設定するには
1.

API Gateway コンソールにサインインし、API を選択します。

2.

[ルート] で、ルートを選択します。

3.

ルートの概要ペインで [統合リクエスト] を選択します。

4.

[Response Modeling (レスポンスのモデル化)] の [Response Selection Expression (レスポンス選択式)]
ボックスで、目的のレスポンス選択式を入力し、チェックマークアイコンを選択します。

5.

[Route Responses (ルートレスポンス)] の [レスポンスキー] で、[レスポンスの追加] を選択します。

Note
現在、WebSocket API のルートレスポンスでは $default のみがサポートされています。
6.

レスポンスキー名を入力してチェックマークアイコンを選択します。

AWS CLI を使用してルートレスポンスを設定する
AWS CLI を使用して WebSocket API のルートレスポンスを設定するには、次の例に示すように createroute-response コマンドを呼び出します。get-apis と get-routes を呼び出すことで、API ID と
ルート ID を識別できます。
aws apigatewayv2 create-route-response \
--api-id aabbccddee \
--route-id 1122334 \
--route-response-key '$default'

出力例:
{
}

"RouteResponseId": "abcdef",
"RouteResponseKey": "$default"
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WebSocket サブプロトコルを必要とする $connect ルートの設
定
クライアントは、WebSocket API への接続中に、Sec-WebSocket-Protocol フィールドを使用して
WebSocket サブプロトコルをリクエストできます。API がサポートするサブプロトコルをクライアントが
リクエストした場合にのみ接続を許可するように、$connect ルートの統合を設定できます。
次の Lambda 関数の例は、Sec-WebSocket-Protocol ヘッダーをクライアントに返します。この関数
は、クライアントが myprotocol サブプロトコルを指定した場合のみ API への接続を確立します。
このサンプル API と Lambda プロキシ統合を作成する AWS CloudFormation テンプレートについて
は、ws-subprotocol.yaml を参照してください。
exports.handler = async (event) => {
if (event.headers != undefined) {
const headers = toLowerCaseProperties(event.headers);
if (headers['sec-websocket-protocol'] != undefined) {
const subprotocolHeader = headers['sec-websocket-protocol'];
const subprotocols = subprotocolHeader.split(',');

}

}

if (subprotocols.indexOf('myprotocol') >= 0) {
const response = {
statusCode: 200,
headers: {
"Sec-WebSocket-Protocol" : "myprotocol"
}
};
return response;
}

const response = {
statusCode: 400
};
};

return response;

function toLowerCaseProperties(obj) {
var wrapper = {};
for (var key in obj) {
wrapper[key.toLowerCase()] = obj[key];
}
return wrapper;
}

wscat を使用して、API がサポートするサブプロトコルをクライアントがリクエストした場合にのみ API
が接続を許可することをテストできます。次のコマンドは、-s フラグを使用して、接続中にサブプロトコ
ルを指定します。
次のコマンドは、サポートされていないサブプロトコルとの接続を試行します。クライアントが chat1 サ
ブプロトコルを指定したため、Lambda 統合は 400 エラーを返し、接続は失敗します。
wscat -c wss://api-id.execute-api.region.amazonaws.com/beta -s chat1
error: Unexpected server response: 400
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次のコマンドは、サポートされているサブプロトコルを接続リクエストに含めます。Lambda 統合によ
り、接続が可能になります。
wscat -c wss://api-id.execute-api.region.amazonaws.com/beta -s chat1,myprotocol
connected (press CTRL+C to quit)

WebSocket API の呼び出しの詳細については、「WebSocket API の呼び出し (p. 750)」を参照してくだ
さい。

API Gateway での WebSocket API へのアクセスの制
御と管理
API Gateway は、WebSocket API へのアクセスを制御および管理するための複数のメカニズムをサポート
しています。
認証と認可に次のメカニズムを使用することができます。
• 標準の AWS IAM ロールとポリシーは、柔軟で堅牢なアクセス制御を提供します。IAM ロールとポリ
シーを使用して、API を作成および管理できるユーザーと、API を呼び出すことができるユーザーを制
御できます。詳細については、「IAM 認証の使用 (p. 735)」を参照してください。
• IAM タグは、アクセスをコントロールするために、IAM ポリシーと共に使用できます。詳細について
は、「タグを使用して API Gateway リソースへのアクセスをコントロールする (p. 836)」を参照して
ください。
• Lambda オーソライザー は、API へのアクセスを制御する Lambda 関数です。詳細については、
「Lambda REQUEST オーソライザーの関数の作成 (p. 736)」を参照してください。
トピック
• IAM 認証の使用 (p. 735)
• Lambda REQUEST オーソライザーの関数の作成 (p. 736)

IAM 認証の使用
WebSocket API の IAM 認証は REST API (p. 245) と似ていますが、次のような例外があります。
• 既存のアクション (execute-api、ManageConnections) に加えて、Invoke アクションは
InvalidateCache をサポートしています。ManageConnections は @connections API へのアクセス
を制御します。
• WebSocket ルートは別の ARN 形式を使用します。
arn:aws:execute-api:region:account-id:api-id/stage-name/route-key

• この @connections API は、REST API と同じ ARN 形式を使用します。
arn:aws:execute-api:region:account-id:api-id/stage-name/POST/@connections

たとえば、クライアントに次のポリシーを設定できます。次の例では、全員がメッセージ (Invoke) を
prod ステージのシークレットルートを除くすべてのルートに送信でき、全員がすべてのステージの接続
されたクライアント (ManageConnections) にメッセージを送信するのを防ぎます。
{

"Version": "2012-10-17",
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}

"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"execute-api:Invoke"
],
"Resource": [
"arn:aws:execute-api:us-east-1:account-id:api-id/prod/*"
]
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"execute-api:Invoke"
],
"Resource": [
"arn:aws:execute-api:us-east-1:account-id:api-id/prod/secret"
]
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"execute-api:ManageConnections"
],
"Resource": [
"arn:aws:execute-api:us-east-1:account-id:api-id/*"
]
}
]

Lambda REQUEST オーソライザーの関数の作成
WebSocket API の Lambda オーソライザー関数は、REST API (p. 253) と似ていますが、次のような例外
があります。
• パス変数 (event.pathParameters) を使用することはできません。これは、パスが固定されているた
めです。
• event.methodArn は、HTTP メソッドがないため、REST API の同等のメソッドとは異なりま
す。$connect の場合、methodArn は "$connect" で終了します。
arn:aws:execute-api:region:account-id:api-id/stage-name/$connect

• event.requestContext のコンテキスト変数は、REST API のコンテキスト変数とは異なります。
次の例では、Lambda オーソライザー関数は、the section called “Lambda コンソールで Lambda オーソラ
イザー関数を作成する” (p. 253) の REST API の Lambda オーソライザー関数の WebSocket バージョンで
す。
exports.handler = function(event, context, callback) {
console.log('Received event:', JSON.stringify(event, null, 2));
//
//
//
//
//

A simple REQUEST authorizer example to demonstrate how to use request
parameters to allow or deny a request. In this example, a request is
authorized if the client-supplied HeaderAuth1 header and QueryString1 query parameter
in the request context match the specified values of
of 'headerValue1' and 'queryValue1' respectively.

// Retrieve request parameters from the Lambda function input:
var headers = event.headers;
var queryStringParameters = event.queryStringParameters;
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var stageVariables = event.stageVariables;
var requestContext = event.requestContext;
// Parse the input for the parameter values
var tmp = event.methodArn.split(':');
var apiGatewayArnTmp = tmp[5].split('/');
var awsAccountId = tmp[4];
var region = tmp[3];
var ApiId = apiGatewayArnTmp[0];
var stage = apiGatewayArnTmp[1];
var route = apiGatewayArnTmp[2];
// Perform authorization to return the Allow policy for correct parameters and
// the 'Unauthorized' error, otherwise.
var authResponse = {};
var condition = {};
condition.IpAddress = {};

}

if (headers.HeaderAuth1 === "headerValue1"
&& queryStringParameters.QueryString1 === "queryValue1") {
callback(null, generateAllow('me', event.methodArn));
} else {
callback("Unauthorized");
}

// Helper function to generate an IAM policy
var generatePolicy = function(principalId, effect, resource) {
// Required output:
var authResponse = {};
authResponse.principalId = principalId;
if (effect && resource) {
var policyDocument = {};
policyDocument.Version = '2012-10-17'; // default version
policyDocument.Statement = [];
var statementOne = {};
statementOne.Action = 'execute-api:Invoke'; // default action
statementOne.Effect = effect;
statementOne.Resource = resource;
policyDocument.Statement[0] = statementOne;
authResponse.policyDocument = policyDocument;
}
// Optional output with custom properties of the String, Number or Boolean type.
authResponse.context = {
"stringKey": "stringval",
"numberKey": 123,
"booleanKey": true
};
return authResponse;
}
var generateAllow = function(principalId, resource) {
return generatePolicy(principalId, 'Allow', resource);
}
var generateDeny = function(principalId, resource) {
return generatePolicy(principalId, 'Deny', resource);
}

前述の Lambda 関数を WebSocket API の REQUEST オーソライザー関数として設定する場合、REST
API (p. 258) と同じ手順に従います。
コンソールでこの Lambda オーソライザーを使用するよう $connect ルートを設定するには、$connect
ルートを選択または作成します。ルートリクエストを選択し、[認証] ドロップダウンメニューでオーソラ
イザーを選択します。
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オーソライザーをテストするには、新しい接続を作成する必要があります。$connect でオーソライザー
を変更しても、接続済みのクライアントに影響はありません。WebSocket API に接続するときは、設定済
みの ID ソースの値を指定する必要があります。たとえば、次の例のように wscat を使用し、有効なクエ
リ文字列およびヘッダーを送信して接続できます。
wscat -c 'wss://myapi.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/beta?QueryString1=queryValue1' -H
HeaderAuth1:headerValue1

有効な ID 値なしに接続しようとすると、401 レスポンスが送信されます。
wscat -c wss://myapi.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/beta
error: Unexpected server response: 401

WebSocket API 統合の設定
API ルートを設定したら、バックエンドのエンドポイントに統合する必要があります。バックエンドエン
ドポイントは、統合エンドポイントとも呼ばれ、Lambda 関数、HTTP エンドポイント、または AWS の
サービスアクションにすることができます。API 統合には統合リクエストと統合レスポンスがあります。
このセクションでは、 WebSocket API の統合リクエストと統合レスポンスを設定する方法を説明します。
トピック
• API Gateway での WebSocket API 統合リクエストの設定 (p. 738)
• API Gateway での WebSocket API 統合リクエストの設定 (p. 741)

API Gateway での WebSocket API 統合リクエストの設定
統合リクエストの設定では、次の操作が必要になります。
• バックエンドに統合するルートキーを選択します。
• AWS サービスや HTTP エンドポイントなど、呼び出すバックエンドエンドポイントを指定します。
• 必要に応じて、1 つ以上のリクエストテンプレートを指定して、ルートリクエストデータを統合リクエ
ストデータに変換する方法を設定します。

API Gateway コンソールを使用して WebSocket API 統合リクエストを設定する
API Gateway コンソールを使用して統合リクエストを WebSocket API のルートに追加するには
1.

API Gateway コンソールにサインインし、[API]、[Routes (ルート)] の順に選択します。

2.

[ルート] で、ルートを選択します。

3.

[Route Overview (ルートの概要)] ペインで [統合リクエスト] を選択します。

4.

[統合タイプ] で、以下のいずれかを選択します。
• [Lambda Function] (Lambda 関数) は、API がこのアカウントまたは別のアカウントで既に作成済み
の AWS Lambda 関数と統合される場合のみ選択してください。
AWS Lambda で新しい Lambda 関数を作成する場合、Lambda 関数にリソースのアクセス許可
を設定する場合、またはその他の Lambda サービスアクションを実行する場合、代わりに [AWS
Service] (AWS のサービス) を選択します。
• API が既存の HTTP エンドポイントに統合される場合は、[HTTP] を選択します。詳細については、
「API Gateway で HTTP 統合を設定する (p. 303)」を参照してください。
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• 統合バックエンドを必要とすることなく、API Gateway から直接 API レスポンスを生成する場合
は、[Mock] を選択します。詳細については、「API Gateway でモック 統合を設定する (p. 315)」を
参照してください。
• API が AWS のサービスと直接統合する場合は、[AWS Service] (AWS のサービス) を選択します。
• API でプライベート統合エンドポイントして VpcLink を使用する場合は、[VPC リンク] を選択し
ます。詳細については、「API Gateway プライベート統合の設定 (p. 308)」を参照してください。
5.

[Lambda Function (Lambda 関数)] を選択する場合は、以下の操作を実行します。
a.

[Lambda Region (Lambda リージョン)] で、Lambda 関数を作成したリージョンに対応するリー
ジョン識別子を選択します。たとえば、米国東部 (バージニア北部) リージョンで Lambda 関数を
作成した場合は、[us-east-1] を選択します。リージョン名と識別子のリストについては、アマ
ゾン ウェブ サービスの全般リファレンスの「AWS Lambda」を参照してください。

b.

[Use Lambda Proxy integration (プロキシ統合の使用)] で、Lambda プロキシ統合 (p. 285)または
クロスアカウントの Lambda プロキシ統合 (p. 25)を使用する場合は、チェックボックスをオンに
します。

c.

[Lambda Function (Lambda 関数)] で、次のいずれかの方法で関数を指定します。
• Lambda 関数が同じアカウントにある場合、関数名の最初の数文字を入力し、表示されたド
ロップダウンリストから関数を選択します。

Note
関数名には、オプションでエイリアスまたはバージョン指定を含めることができます
(HelloWorld、HelloWorld:1、または HelloWorld:alpha)。
• 関数が別のアカウントにある場合は、関数の ARN を入力します。
d.

API Gateway で、受信リクエストで受信された認証情報を使用して Lambda 関数を呼び出す場合
は、[Invoke with caller credentials (発信者の認証情報を使用した呼び出し)] を選択します。

e.

[Execution role (実行ロール)] に、API Gateway が Lambda 関数を呼び出すことを有効にする
Lambda 呼び出しロールの ARN を入力します。

f.

29 秒のデフォルトのタイムアウト値を使用するには、[デフォルトタイムアウトの使用] チェック
ボックスをオンのままにします。カスタムのタイムアウトを設定するには、チェックボックスを
オフにし、タイムアウト値を 50～29000 ミリ秒の間で入力します。

g.

[Save] を選択します。

6.

[HTTP] を選択した場合は、「the section called “ コンソールを使用して統合リクエストを設定す
る” (p. 281)」のステップ 4 に従います。

7.

[Mock] を選択した場合は、[リクエストテンプレート] ステップに進みます。

8.

[AWS サービス] を選択した場合は、「the section called “ コンソールを使用して統合リクエストを設
定する” (p. 281)」のステップ 6 に従います。

9.

[VPC リンク] を選択した場合は、以下の操作を実行します。
a.

[プロキシ統合の使用] で、リクエストを VPCLinkのエンドポイントにプロキシする場合は、
チェックボックスをオンにします。

b.

[VPC リンク] ドロップダウンリストから [Use Stage Variables] を選択して、リストの下の
テキストボックスに ${stageVariables.vpcLinkId} を入力します。
ステージに API をデプロイした後、vpcLinkId ステージ変数を定義し、その値を VpcLink の
ID に設定します。

c.

[HTTP メソッド] で、HTTP バックエンドのメソッドに最も厳密に一致する HTTP メソッドタイ
プを選択します。

d.

[エンドポイント URL] に、この統合で使用する HTTP バックエンドの URL を入力します。

e.

29 秒のデフォルトのタイムアウト値を使用するには、[デフォルトタイムアウトの使用] をオンの
ままにします。カスタムのタイムアウトを設定するには、チェックボックスをオフにし、タイム
アウト値を 50～29000 ミリ秒の間で入力します。
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10. [クエストテンプレート] で、次の操作を行います。
•

[Template Selection Expression (テンプレート選択式)] で、鉛筆アイコンを選択して、template
という単語をテンプレート選択式に置き換えます。これは、メッセージペイロード内で API
Gateway が検索する式です。見つかった式は評価され、結果はメッセージペイロード内のデータ
に適用されるデータのマッピングテンプレートを選択するために使用されるテンプレートキー値
となります。
テンプレート選択式の詳細については、「the section called “テンプレート選択式” (p. 743)」を
参照してください。

AWS CLI を使用して統合リクエストを設定する
WebSocket API のルートの統合リクエストを設定するには、次の例のように、Mock 統合を作成する AWS
CLI を使用します。
1.

次の内容で、integration-params.json というファイルを作成します。
{"PassthroughBehavior": "WHEN_NO_MATCH", "TimeoutInMillis": 29000, "ConnectionType":
"INTERNET", "RequestTemplates": {"application/json": "{\"statusCode\":200}"},
"IntegrationType": "MOCK"}

2.

次の例に示すように create-integration コマンドを実行します。
aws apigatewayv2 --region us-east-1 create-integration --api-id aabbccddee --cli-inputjson file://integration-params.json

この例のサンプル出力を以下に示します。
{

}

"PassthroughBehavior": "WHEN_NO_MATCH",
"TimeoutInMillis": 29000,
"ConnectionType": "INTERNET",
"IntegrationResponseSelectionExpression": "${response.statuscode}",
"RequestTemplates": {
"application/json": "{\"statusCode\":200}"
},
"IntegrationId": "0abcdef",
"IntegrationType": "MOCK"

または、次の例のように AWS CLI を使用してプロキシ統合の統合リクエストを設定することもできま
す。
1.

Lambda コンソールで Lambda 関数を作成し、基本的な Lambda 実行ロールを提供します。

2.

以下の例のように、create-integration コマンドを実行します。
aws apigatewayv2 create-integration --api-id aabbccddee --integration-type
AWS_PROXY --integration-method POST --integration-uri arn:aws:apigateway:useast-1:lambda:path/2015-03-31/functions/arn:aws:lambda:useast-1:123412341234:function:simpleproxy-echo-e2e/invocations

この例のサンプル出力を以下に示します。
{

"PassthroughBehavior": "WHEN_NO_MATCH",
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"IntegrationMethod": "POST",
"TimeoutInMillis": 29000,
"ConnectionType": "INTERNET",
"IntegrationUri": "arn:aws:apigateway:us-east-1:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-east-1:123412341234:function:simpleproxy-echo-e2e/invocations",
"IntegrationId": "abcdefg",
"IntegrationType": "AWS_PROXY"
}

API Gateway での WebSocket API 統合リクエストの設定
トピック
• 統合レスポンスの概要 (p. 741)
• API Gateway コンソールを使用した統合レスポンスの設定 (p. 742)
• AWS CLI を使用して統合レスポンスを設定する (p. 742)

統合レスポンスの概要
API Gateway の統合レスポンスとは、バックエンドサービスからのレスポンスをモデル化および操作する
ための方法です。REST API と WebSocket API 統合レスポンスの設定にはいくつかの違いがありますが、
概念的には同じ動作です。
WebSocket ルートは、双方向または単方向通信に対して設定できます。ルートにルートレスポンスがある
場合、双方向通信用に設定されます。それ以外の場合は、単方向通信用に設定されます。
• ルートが双方向通信用に設定されている場合、REST API の統合レスポンスと同様に、統合レスポンス
により、返されたメッセージペイロードで変換を設定できます。
• ルートが単方向通信用に設定されている場合、統合レスポンスの設定に関係なく、メッセージの処理後
に WebSocket チャネル経由でレスポンスは返されません。
このドキュメントの残りの部分では、双方向通信でルートを設定するよう選択したことを前提にしていま
す。
統合はプロキシ統合と非プロキシ統合に分割することができます。

Important
プロキシ統合では、API Gateway は自動的にバックエンド出力を完全なペイロードとして発信者
に渡します。統合レスポンスは発生しません。
非プロキシ統合の場合、少なくとも 1 つの統合レスポンスを設定する必要があります。
• 明示的な選択が行われなかった場合、いずれかの統合レスポンスがキャッチオールとして機能すること
が理想的です。このデフォルトのケースは、統合レスポンスキー $default を設定することにより表さ
れます。
• 他のいずれの場合も、統合レスポンスキーは正規表現として機能します。これは、"/expression/"
の形式に従う必要があります。
非プロキシ HTTP 統合の場合:
• API Gateway は、バックエンドレスポンスの HTTP ステータスコードへの一致を試みます。この場合、
統合レスポンスキーは正規表現として機能します。一致が見つからない場合、$default が統合レスポ
ンスとして選択されます。
• テンプレート選択式も、前述したように同様に機能します。例:
• /2\d\d/: 成功のレスポンスを受信して変換
• /4\d\d/: 不正なリクエストエラーを受信して変換
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• $default: すべての予期しないレスポンスを受信して変換
テンプレート選択式の最新の制限については、「the section called “テンプレート選択式” (p. 743)」を参
照してください。

API Gateway コンソールを使用した統合レスポンスの設定
API Gateway コンソールを使用して WebSocket API のルート統合レスポンスを設定するには
1.
2.

API Gateway コンソールにサインインし、[API]、[Routes (ルート)] の順に選択します。
ルートを選択します。

3.

[統合レスポンス] を選択します。

4.

[統合レスポンス] の [Response Selection Expression (レスポンス選択式)] テキストボックスに値を入
力します。

5.

[レスポンスキー] で、[レスポンスの追加] を選択します。
a.

統合レスポンスキーを定義するには、[New Response Key (新しいレスポンスキー)] テキストボッ
クスにキー名を入力し、チェックマークアイコンを選択します。

b.

[Template Selection Expression (テンプレート選択式)] の横にある鉛筆アイコンを選択し、送信
メッセージで検索する API Gateway の式を入力します。この式は、レスポンステンプレートのい
ずれかにマッピングする統合レスポンスキー値に評価されます。
テンプレート選択式の詳細については、「the section called “テンプレート選択式” (p. 743)」を
参照してください。

AWS CLI を使用して統合レスポンスを設定する
AWS CLI の呼び出しを使用して WebSocket API の統合レスポンスを設定するには、createintegration-response コマンドを呼び出します。以下の CLI コマンドは、$default 統合レスポンス
を作成する例を示しています。
aws apigatewayv2 create-integration-response \
--api-id vaz7da96z6 \
--integration-id a1b2c3 \
--integration-response-key '$default'

リクエストの検証
統合リクエストを進める前にルートリクエストの検証を実行するよう API Gateway を設定できます。検
証に失敗すると、API ゲートウェイはバックエンドを呼び出さずにリクエストを失敗させ、「Bad request
body」というゲートウェイレスポンスをクライアントに送信し、CloudWatch Logs に検証の失敗を発行し
ます。このように検証を使用すると、APIバックエンドへの不要な呼び出しを減らすことができます。

モデル選択式
モデル選択式を使用して、同じルート内のリクエストを動的に検証できます。モデルの検証は、
プロキシ統合または非プロキシ統合のモデル選択式を指定した場合に行われます。一致するモデ
ルが見つからない場合は、$default モデルをフォールバックとして定義する必要があります。
一致するモデルが存在せず、$default が定義されていない場合、検証は失敗します。選択式は
Route.ModelSelectionExpression のような外観で 、Route.RequestModels のキーに評価されま
す。
WebSocket API のルート (p. 732)を定義する場合、オプションでモデル選択式を指定できます。この式
は評価され、リクエストが受信されたときに本文の検証に使用されるモデルが選択されます。この式は
ルートの requestmodels のいずれかのエントリに評価されます。
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モデルは JSON スキーマとしてで表され、リクエストボディのデータ構造を説明します。この選択式の特
性により、特定のルートに対して実行時に検証するモデルを動的に選択できます。モデルを作成する方法
については、「the section called “モデルとマッピングテンプレートの使用” (p. 332)」を参照してくださ
い。

WebSocket API のデータ変換の設定
API Gateway では、API のメソッドリクエストは、バックエンドで必要となる、該当する統合リクエスト
ペイロードとは異なる形式のペイロードを受け取ることができます。同様に、バックエンドは、フロント
エンドで予期されるメソッドレスポンスペイロードとは異なる統合レスポンスペイロードを返す場合があ
ります。
API Gateway では、マッピングテンプレートを使用して、ペイロードをメソッドリクエストから該当する
統合リクエストにマッピングしたり、統合レスポンスから該当するメソッドレスポンスにマッピングした
りできます。テンプレート選択式を指定して、必要なデータ変換の実行に使用するテンプレートを決定し
ます。
データマッピングを使用して、ルートリクエスト (p. 9)からバックエンド統合にデータをマッピングできま
す。詳細については、「the section called “データマッピング” (p. 744)」を参照してください。

テンプレートとモデルのマッピング
マッピングテンプレートは、Velocity Template Language (VTL) で表現されるスクリプトであ
り、JSONPath 式を使用してペイロードに適用されます。API Gateway マッピングテンプレートの詳細に
ついては、「マッピングテンプレート (p. 335)」を参照してください。
ペイロードでは、JSON スキーマのドラフト 4 に基づくデータモデルを使用できます。マッピングテンプ
レートを作成するためにモデルを定義する必要はありません。ただし、API Gateway では指定されたモ
デルに基づいてテンプレート設計図が生成されるため、モデルはテンプレートの作成に役立ちます。API
Gateway モデルの詳細については、「モデル (p. 332)」を参照してください。

テンプレート選択式
マッピングテンプレートを使用してペイロードを変換するには、統合リクエスト (p. 738)または統合レス
ポンス (p. 741)で WebSocket API テンプレート選択式を指定します。この式の評価により、(入力テンプ
レートを介して) リクエストボディを統合リクエストボディに変換するか、(出力テンプレートを介して) 統
合レスポンスボディをルートレスポンスボディに変換するために使用される入力または出力テンプレート
(存在する場合) が決定されます。
Integration.TemplateSelectionExpression は、${request.body.jsonPath} および静的な値
をサポートします。

IntegrationResponse.TemplateSelectionExpression
は、${request.body.jsonPath}、${integration.response.statuscode}、${integration.response.he
および静的な値をサポートします。

統合レスポンスの選択式
WebSocket API に対して統合レスポンス (p. 741)を設定するときは、オプションで統合レスポンスの選
択式を指定できます。この式により、統合が返されるときに選択する IntegrationResponse が決定さ
れます。現在、この式の値は以下に定義するように、API Gateway によって制限されています。この式
は非プロキシ統合に対してのみ適用されることに注意してください。プロキシ統合は、モデル化または変
更なしに、単純にレスポンスペイロードを呼び出し元に渡すだけです。
上記に示した他の選択式とは異なり、この式はパターンマッチング形式を現在サポートしています。式は
スラッシュで囲む必要があります。
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現在、値は integrationType に応じて固定されています。
• Lambda ベースの統合の場合は、$integration.response.body.errorMessage です。
• HTTP および MOCK 統合の場合、その値は $integration.response.statuscode です。
• HTTP_PROXY と AWS_PROXY の場合、式は利用されません。これは、呼び出し元へのペイロードのパス
スルーをリクエストしているためです。

WebSocket API のデータマッピングの設定
データマッピングを使用すると、ルートリクエスト (p. 9)からバックエンド統合にデータをマッピングでき
ます。

Note
WebSocket API のデータマッピングは、 ではサポートされていませんAWS Management
Console データマッピングを設定するには、AWS CLI、AWS CloudFormation、または SDK を使
用する必要があります。
トピック
• ルートリクエストデータを統合リクエストパラメータにマッピングする (p. 744)
• Examples (p. 745)

ルートリクエストデータを統合リクエストパラメータにマッピングする
統合リクエストパラメータは、定義されたルートリクエストパラメータ、リクエストボ
ディ、context (p. 365) または stage (p. 376) 変数、静的値からマッピングできます。
以下の表で、PARAM_NAME は、特定のパラメータ型のルートリクエストパラメータの名前です。正規表現
パターン '^[a-zA-Z0-9._$-]+$]' に一致する必要があります。JSONPath_EXPRESSION はリクエス
トボディの JSON フィールドの JSONPath 式です。

統合リクエストデータのマッピング式
マッピングされたデータソース

マッピング式

リクエストクエリ文字列 ($connect ルートでのみ
サポート)

route.request.querystring.PARAM_NAME

リクエストヘッダー ($connect ルートでのみサ
ポート)

route.request.header.PARAM_NAME

複数値のリクエストクエリ文字列 ($connect ルー
トでのみサポート)

route.request.multivaluequerystring.PARAM_NAME

複数値のリクエストヘッダー ($connect ルートで
のみサポート)

route.request.multivalueheader.PARAM_NAME

リクエストボディ

route.request.body.JSONPath_EXPRESSION

ステージ変数

stageVariables.VARIABLE_NAME

コンテキスト変数

サポートされるコンテキスト変数 (p. 365)の 1 つで
ある必要がある context.VARIABLE_NAME。

静的な値

'STATIC_VALUE'。STATIC_VALUE はリテラル文
字列であり、単一引用符で囲む必要があります。
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Examples
以下の AWS CLI の例では、データマッピングを設定しています。AWS CloudFormation テンプレートの例
については、「websocket-data-mapping.yaml」を参照してください。

クライアントの connectionId を統合リクエストのヘッダーにマッピングする
以下の例のコマンドは、クライアントの connectionId をバックエンド統合へのリクエストの
connectionId ヘッダーにマッピングします。
aws apigatewayv2 update-integration \
--integration-id abc123 \
--api-id a1b2c3d4 \
--request-parameters 'integration.request.header.connectionId'='context.connectionId'

クエリ文字列パラメータを統合リクエストのヘッダーにマッピングする
以下の例のコマンドは、authToken クエリ文字列パラメータを統合リクエストの authToken ヘッダー
にマッピングします。
まず、authToken クエリ文字列パラメータをルートのリクエストパラメータに追加します。
aws apigatewayv2 update-route --route-id 0abcdef \
--api-id a1b2c3d4 \
--request-parameters '{"route.request.querystring.authToken": {"Required": false}}'

次に、クエリ文字列パラメータを、バックエンド統合へのリクエストの authToken ヘッダーにマッピン
グします。
aws apigatewayv2 update-integration \
--integration-id abc123 \
--api-id a1b2c3d4 \
--request-parameters
'integration.request.header.authToken'='route.request.querystring.authToken'

API Gateway WebSocket API のマッピングテンプレートのリ
ファレンス
このセクションでは、API Gateway の WebSocket API で現在サポートされている一連の変数の概要を示
します。
パラメータ

説明

$context.connectionId

クライアントへのコールバックを行うために使用
できる接続の一意の ID。

$context.connectedAt

エポック形式の接続時間。

$context.domainName

WebSocket API のドメイン名。これは、(ハード
コーディングされた値の代わりに) クライアントへ
のコールバックを行うために使用できます。

$context.eventType

イベントタイプ: (CONNECT、MESSAGE、または
DISCONNECT)。

$context.messageId

メッセージの一意のサーバー側
ID。$context.eventType が MESSAGE である場
合のみ利用できます。
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パラメータ

説明

$context.routeKey

選択されたルートキー。

$context.requestId

$context.extendedRequestId と同じ

$context.extendedRequestId

自動生成された API コールの ID。デバッグとトラ
ブルシューティングにさらに役立つ情報が含まれ
ています。

$context.apiId

API Gateway が API に割り当てる識別子。

$context.authorizer.principalId

クライアントにより送信され、API Gateway
Lambda オーソライザー (以前のカスタムオーソラ
イザー) の Lambda 関数から返されたトークンと関
連付けられたプリンシパルユーザー ID。

$context.authorizer.property

API Gateway Lambda オーソライザーの関数から
返された context マップの指定されたキー/値
ペアの文字列化された値。たとえば、オーソライ
ザーが次の context マップを返すとします。
"context" : {
"key": "value",
"numKey": 1,
"boolKey": true
}

$context.authorizer.key の呼
び出しでは "value" 文字列が返さ
れ、$context.authorizer.numKey
の呼び出しでは "1" 文字列が返さ
れ、$context.authorizer.boolKey の呼び出
しでは "true" 文字列が返されます。
$context.error.messageString

$context.error.message を引用符で囲んだ
値、つまり "$context.error.message"。

$context.error.validationErrorString

詳細な検証エラーメッセージを含む文字列。

$context.identity.accountId

リクエストに関連付けられた AWS アカウント ID
です。

$context.identity.apiKey

キー対応 API リクエストに関連付けられた API 所
有者キー。

$context.identity.apiKeyId

キー対応 API リクエストに関連付けられた API
キー ID。

$context.identity.caller

リクエストを実行している発信者のプリンシパル
ID です。
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パラメータ

説明

リクエストを行う発信者が使用する Amazon
$context.identity.cognitoAuthenticationProvider
Cognito 認証プロバイダーのカンマ区切りのリス
ト。リクエストが Amazon Cognito 認証情報で署
名されている場合にのみ使用できます。
たとえば、Amazon Cognito ユーザープール
のアイデンティティの場合、cognito-idp.
region.amazonaws.com/
user_pool_id,cognitoidp.region.amazonaws.com/
user_pool_id:CognitoSignIn:token
subject claim
詳しくは、Amazon Cognito デベロッパーガイドの
「Amazon Cognito ID プール (フェデレーティッド
ID)」を参照してください。
リクエストを行う発信者の Amazon Cognito 認
$context.identity.cognitoAuthenticationType
証タイプ。リクエストが Amazon Cognito 認
証情報で署名されている場合にのみ使用でき
ます。有効な値は、認証されたアイデンティ
ティauthenticatedおよび認証されていないアイ
デンティティunauthenticatedです。
$context.identity.cognitoIdentityId

リクエストを行う発信者の Amazon Cognito ID。
リクエストが Amazon Cognito 認証情報で署名さ
れている場合にのみ使用できます。

$context.identity.cognitoIdentityPoolId リクエストを行う発信者の Amazon Cognito ID
プール ID。リクエストが Amazon Cognito 認証情
報で署名されている場合にのみ使用できます。
$context.identity.sourceIp

API Gateway エンドポイントへのリクエストを実
行する即時 TCP 接続のソース IP アドレス。

$context.identity.user

リクエストを実行しているユーザーのプリンシパ
ル ID です。

$context.identity.userAgent

API 発信者のユーザーエージェントです。

$context.identity.userArn

認証後に識別された有効ユーザーの Amazon リ
ソースネーム (ARN) です。

$context.requestTime

CLF 形式の要求時間 (dd/MMM/yyyy:HH:mm:ss
+-hhmm)。

$context.requestTimeEpoch

エポック形式のリクエスト時間 (ミリ秒単位)。

$context.stage

API コールの開発ステージ (Beta、Prod など)。

$context.status

レスポンスステータス。

$input.body

文字列として raw ペイロードを返します。
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パラメータ

説明

$input.json(x)

この関数は、JSONPath の式を評価し、結果を
JSON 文字列で返します。
たとえば $input.json('$.pets') は、ペット
の構造を表す JSON 文字列を返します。
JSONPath の詳細については、JSONPath または
JSONPath for Java を参照してください。
JSONPath 式文字列 (x) を受け取り、結果の
JSON オブジェクト表現を返します。これによ
り、Apache Velocity Template Language (VTL) で
ペイロード要素にネイティブにアクセスして操作
できます。

$input.path(x)

たとえば、式 $input.path('$.pets') が次の
ようにオブジェクトを返すとします。
[

{

"id": 1,
"type": "dog",
"price": 249.99

},
{

"id": 2,
"type": "cat",
"price": 124.99

},
{

]

}

"id": 3,
"type": "fish",
"price": 0.99

$input.path('$.pets').count() は を返し
ます。"3"
JSONPath の詳細については、JSONPath または
JSONPath for Java を参照してください。
$stageVariables.<variable_name>

<variable_name> はステージ変数名を表しま
す。

$stageVariables['<variable_name>']

<variable_name> は任意のステージ変数名を表
します。

${stageVariables['<variable_name>']}

<variable_name> は任意のステージ変数名を表
します。
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パラメータ

説明

$util.escapeJavaScript()

JavaScript 文字列ルールを使用して文字列内の文
字をエスケープします。

Note
この関数は、通常の一重引用符 (') をエ
スケープした一重引用符 (\') に変換し
ます。ただし、エスケープした一重引用
符は JSON で有効ではありません。した
がって、この関数からの出力を JSON の
プロパティで使用する場合、エスケープ
した一重引用符 (\') を通常の一重引用符
(') に戻す必要があります。これを次の例
で示します:
$util.escapeJavaScript(data).replaceAll("\
\'","'")

"stringified" JSON を受け取り、結果のオブジェ
クト表現を返します。この関数の結果を使用し
て、Apache Velocity Template Language (VTL)
でペイロード要素にネイティブにアクセスしてこ
れらの要素を操作できるようになります。たとえ
ば、次のペイロードがあるとします。

$util.parseJson()

{"errorMessage":"{\"key1\":\"var1\",
\"key2\":{\"arr\":[1,2,3]}}"}

さらに、次のマッピングテンプレートを使用する
とします。
#set ($errorMessageObj =
$util.parseJson($input.path('$.errorMessage')))
{
"errorMessageObjKey2ArrVal" :
$errorMessageObj.key2.arr[0]
}

この場合、次の出力が返されます。
{
}

"errorMessageObjKey2ArrVal" : 1

$util.urlEncode()

文字列を「application/x-www-form-urlencoded」形
式に変換します。

$util.urlDecode()

「application/x-www-form-urlencoded」文字列をデ
コードします。

$util.base64Encode()

データを base64 エンコードされた文字列にエン
コードします。

749

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
バイナリメディアタイプ

パラメータ

説明

$util.base64Decode()

base64 エンコードされた文字列からデータをデ
コードします。

WebSocket API のバイナリメディアタイプの使用
現在、API Gateway WebSocket API は、受信メッセージのペイロードでバイナリフレームをサポートして
いません。クライアントアプリがバイナリフレームを送信した場合、API Gateway はこれを拒否し、1003
コードでクライアントを切断します。
この動作には回避策があります。クライアントがテキストでエンコードされたバイナリデータ (Base64
など) をテキストフレームとして送信する場合、統合の contentHandlingStrategy プロパティを
CONVERT_TO_BINARY に設定して、ペイロードを base64 エンコードの文字列からバイナリに変換できま
す。
プロキシ以外の統合でバイナリペイロードのルートレスポンスを返すには、統合レスポンスの
contentHandlingStrategy プロパティを CONVERT_TO_TEXT に設定して、ペイロードをバイナリか
ら base64 でエンコードされた文字列に変換できます。

WebSocket API の呼び出し
WebSocket API をデプロイすると、クライアントアプリケーションはそれに接続してメッセージを送信で
きます。また、バックエンドサービスは接続されたクライアントアプリケーションにメッセージを送信で
きます。
• wscat を使用して WebSocket API に接続し、メッセージを送信してクライアントの動作をシミュ
レートできます。「the section called “wscat を使用した WebSocket API への接続とメッセージの送
信” (p. 750)」を参照してください。
• バックエンドサービスから @connections API を使用して、接続されたクライアントへのコールバック
メッセージの送信、接続情報の取得、またはクライアントの切断を行うことができます。「the section
called “バックエンドサービスでの @connections コマンドの使用” (p. 751)」を参照してください。
• クライアントアプリケーションは独自の WebSocket ライブラリを使用して、WebSocket API を呼び出
すことができます。

wscat を使用した WebSocket API への接続とメッセージの送信
この wscat ユーティリティは、API Gateway で作成してデプロイした WebSocket API をテストするため
の便利なツールです。wscat は以下のようにインストールして使用できます。
1.

https://www.npmjs.com/package/wscat から wscat をダウンロードします。

2.

次のコマンドを実行して wscat をインストールします。
npm install -g wscat

3.

API に接続するには、次の例のように wscat コマンドを実行します。この例では、Authorization
設定が NONE であることを前提としています。
wscat -c wss://aabbccddee.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/test/

aabbccddee を実際の API ID に置き換える必要があります。これは API Gateway コンソールに表示
されるか、AWS CLI create-api コマンドによって返されます。
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さらに、API が us-east-1 以外のリージョンにある場合、正しいリージョンに置き換える必要があ
ります。
4.

API をテストするには、接続中に次のようなメッセージを入力します。
{"{jsonpath-expression}":"{route-key}"}

ここで、{jsonpath-expression} は JSONPath 式で、{route-key} は API のルートキーです。
例:
{"action":"action1"}
{"message":"test response body"}

JSONPath の詳細については、JSONPath または JSONPath for Java を参照してください。
5.

API から切断するには、「ctrl-C」と入力します。

バックエンドサービスでの @connections コマンドの使用
バックエンドサービスは次の WebSocket 接続 HTTP リクエストを使用して、接続されたクライアントへ
のコールバックメッセージの送信、接続情報の取得、またはクライアントの切断を行うことができます。

Important
これらのリクエストは IAM 認証 (p. 735)を使用するため、署名バージョン 4 (SigV4) を使用して
署名する必要があります。これを行うには、API Gateway 管理 API を使用します。詳細について
は、「ApiGatewayManagementApi」を参照してください。
次のコマンドでは、{api-id} を実際の API ID に置き換える必要があります。これは API Gateway コ
ンソールに表示されるか、AWS CLI create-api コマンドによって返されます。さらに、API が useast-1 以外のリージョンにある場合、正しいリージョンに置き換える必要があります。
コールバックメッセージをクライアントに送信するには、以下を使用します。
POST https://{api-id}.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/{stage}/
@connections/{connection_id}

以下の例のように、Postman を使用するか、awscurl を呼び出すことで、このリクエストをテストでき
ます。
awscurl --service execute-api -X POST -d "hello world" https://{prefix}.execute-api.useast-1.amazonaws.com/{stage}/@connections/{connection_id}

次の例のようにコマンドを URL でエンコードする必要があります。
awscurl --service execute-api -X POST -d "hello world" https://aabbccddee.execute-api.useast-1.amazonaws.com/prod/%40connections/R0oXAdfD0kwCH6w%3D

クライアントの最新の接続ステータスを取得するには、以下を使用します。
GET https://{api-id}.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/{stage}/
@connections/{connection_id}

クライアントを切断するには、以下を使用します。
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DELETE https://{api-id}.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/{stage}/
@connections/{connection_id}

統合で $context 変数を使用して、コールバック URL を動的に構築できます。たとえば、Node.js
Lambda 関数で プロキシの統合を使用する場合は、次のように URL を構築できます。
exports.handler = function(event, context, callback) {
var domain = event.requestContext.domainName;
var stage = event.requestContext.stage;
var connectionId = event.requestContext.connectionId;
var callbackUrl = util.format(util.format('https://%s/%s/@connections/%s', domain, stage,
connectionId));
// Do a SigV4 and then make the call
}

顧客が呼び出す WebSocket API の発行
API Gateway API を作成して開発するだけでは、ユーザーが自動的に呼び出せるようにはなりません。呼
び出し可能にするには、API をステージにデプロイする必要があります。さらに、ユーザーが API にアク
セスするために使用する URL をカスタマイズすることもできます。ブランドと一致するドメインや、API
のデフォルト URL よりも記憶に残るドメインを指定できます。
このセクションでは、API をデプロイし、アクセスするためにユーザーに提供する URL をカスタマイズす
る方法を説明しています。
トピック
• WebSocket API のステージの操作 (p. 752)
• API ゲートウェイでの WebSocket API のデプロイ (p. 754)
• WebSocket API のカスタムドメイン名の設定 (p. 755)

WebSocket API のステージの操作
API ステージは、API のライフサイクル状態への論理的なリファレンスです (例: dev、prod、beta、v2
など)。API ステージは API ID とステージ名で識別され、API の呼び出しに使用する URL に含まれます。
各ステージは、API のデプロイの名前付きリファレンスで、クライアントアプリケーションから呼び出す
ことができます。
デプロイは、API 設定のスナップショットです。ステージに API をデプロイすると、クライアントがその
API を呼び出すことができます。変更を有効にするには、API をデプロイする必要があります。

ステージ変数
ステージ変数は、WebSocket API のステージに対して定義できるキーと値のペアです。環境変数と同様に
機能し、API のセットアップで使用できます。
たとえば、ステージ変数を定義し、その値を HTTP プロキシ統合の HTTP エンドポイントとして設定する
ことができます。後で、関連付けられたステージ変数名を使用してエンドポイントを参照できます。これ
により、各ステージで異なるエンドポイントで同じ API セットアップを使用できます。同様に、ステージ
変数を使用して、API の各ステージに異なる AWS Lambda 関数の統合を指定できます。

Note
ステージ変数は、認証情報などの機密データに使用されることを意図していません。機密データ
を統合に渡すには、AWS Lambda オーソライザーを使用します。Lambda オーソライザーの出力
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では、機密データを統合に渡すことができます。詳細については、「the section called “Lambda
オーソライザーのレスポンス形式” (p. 664)」を参照してください。

例
ステージ変数を使用して HTTP 統合エンドポイントをカスタマイズするには、まずステージ変数
の名前と値 (url など) を example.com の値で設定する必要があります。次に、HTTP プロキシ
統合を設定します。エンドポイントの URL を入力する代わりに、ステージ変数の値、http://
${stageVariables.url} を使用するように API Gateway に指示できます 。この値を指定すると、API
Gateway は、ランタイムに API のステージに応じてステージ変数の ${} を置き換えます。
同様に、ステージ変数を参照して Lambda 関数名や AWS のロールの ARN を指定することができます。
ステージ変数値として Lambda 関数名を指定する場合は、その Lambda 関数に対するアクセス許可を手
動で設定する必要があります。これを行うには、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用できま
す。
aws lambda add-permission --function-name arn:aws:lambda:XXXXXX:your-lambda-functionname --source-arn arn:aws:execute-api:us-east-1:YOUR_ACCOUNT_ID:api_id/*/HTTP_METHOD/
resource --principal apigateway.amazonaws.com --statement-id apigateway-access --action
lambda:InvokeFunction

API Gateway のステージ変数のリファレンス
HTTP 統合 URI
ステージ変数は、次の例に示すように、HTTP 統合 URI の一部として使用できます。
• プロトコルのない完全な URI – http://${stageVariables.<variable_name>}
• 完全なドメイン – http://${stageVariables.<variable_name>}/resource/operation
• サブドメイン – http://${stageVariables.<variable_name>}.example.com/resource/
operation
• パス – http://example.com/${stageVariables.<variable_name>}/bar
• クエリ文字列 – http://example.com/foo?q=${stageVariables.<variable_name>}

Lambda 関数
ステージ変数は、次の例に示すように、Lambda 関数名やエイリアスの代わりに使用できます。
• arn:aws:apigateway:<region>:lambda:path/2015-03-31/
functions/arn:aws:lambda:<region>:<account_id>:function:
${stageVariables.<function_variable_name>}/invocations
• arn:aws:apigateway:<region>:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:<region>:<account_id>:function:<function_name>:
${stageVariables.<version_variable_name>}/invocations

Note
Lambda 関数にステージ変数を使用するには、関数が API と同じアカウントにある必要がありま
す。ステージ変数は、クロスアカウント Lambda 関数をサポートしていません。

AWS 統合認証情報
次の例に示すように、ステージ変数を AWS ユーザーまたはロールの認証情報 ARN の一部として使用でき
ます。
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• arn:aws:iam::<account_id>:${stageVariables.<variable_name>}

API ゲートウェイでの WebSocket API のデプロイ
WebSocket API を作成したら、この API をデプロイしてユーザーが呼び出せるようにする必要がありま
す。
API をデプロイするには、API デプロイ (p. 6)を作成し、それを ステージ (p. 7)に関連付けます。各ステー
ジは、API のスナップショットであり、クライアントアプリが呼び出し可能になります。

Important
ルート、メソッド、統合、オーソライザー、およびステージ設定以外の変更が含まれている API
を更新するたびに、API を既存のステージまたは新しいステージに再デプロイする必要がありま
す。
API あたりのステージはデフォルトで 10 個に制限されているため、ステージを再利用することを
お勧めします。
デプロイされた WebSocket API を呼び出すため、クライアントはメッセージを API の URL に送信しま
す。URL は、API のホスト名とステージ名によって決定されます。

Note
API Gateway は最大 128 KB までのペイロードをサポートし、最大フレームサイズは 32 KB で
す。メッセージが 32 KB を超えた場合は、それぞれを 32 KB 以下の複数のフレームに分割する必
要があります。
API のデフォルトドメイン名を使用すると、特定のステージ ({stageName}) の WebSocket API の URL
は、たとえば次の形式になります。
wss://{api-id}.execute-api.{region}.amazonaws.com/{stageName}

WebSocket API のデフォルトのベース URL をよりユーザーフレンドリなものにするには、カスタムド
メイン名 (例: api.example.com) を作成し、API のデフォルトのホスト名と置き換えることができま
す。設定プロセスは、REST API と同じです。詳細については、「the section called “カスタムドメイン
名” (p. 478)」を参照してください。
ステージを使用すると、API の堅牢なバージョン管理が可能になります。たとえば、API を test ステー
ジと、prod ステージにデプロイし、test ステージをテストビルドとして使用し、prod ステージを安定
したビルドとして使用できます。更新がテストに合格したら、test ステージを prod ステージに昇格さ
せることができます。昇格は、prod ステージに API を再デプロイすることで実行できます。ステージの
詳細については、「the section called “ステージのセットアップ” (p. 451)」を参照してください。
トピック
• AWS CLI を使用して WebSocket API デプロイを作成する (p. 754)
• API Gateway コンソールを使用して WebSocket API デプロイを作成する (p. 755)

AWS CLI を使用して WebSocket API デプロイを作成する
AWS CLI を使用してデプロイを作成するには、次の例に示すように create-deployment コマンドを使
用します。
aws apigatewayv2 --region us-east-1 create-deployment --api-id aabbccddee
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出力例:
{

"DeploymentId": "fedcba",
"DeploymentStatus": "DEPLOYED",
"CreatedDate": "2018-11-15T06:49:09Z"

}

このデプロイをステージに関連付けるまで、デプロイされた API は呼び出し可能ではありません。新しい
ステージを作成するか、以前に作成したステージを再利用できます。
新しいステージを作成し、それをデプロイを関連付けるには、次の例に示すように create-stage コマ
ンドを使用します。
aws apigatewayv2 --region us-east-1 create-stage --api-id aabbccddee --deployment-id fedcba
--stage-name test

出力例:
{

"StageName": "test",
"CreatedDate": "2018-11-15T06:50:28Z",
"DeploymentId": "fedcba",
"DefaultRouteSettings": {
"MetricsEnabled": false,
"ThrottlingBurstLimit": 5000,
"DataTraceEnabled": false,
"ThrottlingRateLimit": 10000.0
},
"LastUpdatedDate": "2018-11-15T06:50:28Z",
"StageVariables": {},
"RouteSettings": {}

}

既存のステージを再利用するには、deploymentId コマンドを使用して、ステージの {deploymentid} プロパティを、新しく作成されたデプロイ ID (update-stage) で更新します。
aws apigatewayv2 update-stage --region {region} \
--api-id {api-id} \
--stage-name {stage-name} \
--deployment-id {deployment-id}

API Gateway コンソールを使用して WebSocket API デプロイを
作成する
API Gateway コンソールを使用して WebSocket API のデプロイを作成するには、次の作業を行います。
1.

API Gateway コンソールにサインインし、API を選択します。

2.

[アクション] ドロップダウンメニューから [API のデプロイ] を選択します。

3.

ドロップダウンリストから目的のステージを選択するか、新しいステージの名前を入力します。

WebSocket API のカスタムドメイン名の設定
カスタムドメイン名は、API ユーザーに提供できる、よりシンプルで直感的な URL です。
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API のデプロイ後、お客様 (およびその顧客) は、以下の形式のデフォルトのベース URL を使用して API
を呼び出すことができます。
https://api-id.execute-api.region.amazonaws.com/stage

api-id は API Gateway によって生成され、region (AWS リージョン) は API の作成時に、stage は
API のデプロイ時にユーザーが指定します。
URL のホスト名の部分 (つまり api-id.execute-api.region.amazonaws.com) は API エンドポイン
トを参照します。デフォルトの API エンドポイントは再呼び出しが難しく、ユーザーフレンドリではあり
ません。
カスタムドメイン名を使用すると、API のホスト名を設定し、代替パスを API にマッピングするための基
本パス (myservice など) を選択できます。たとえば、API のよりわかりやすい ベース URL は以下のよ
うになります。
https://api.example.com/myservice

カスタムドメイン名でベースマッピングを設定しないと、返される API のベース URL はカスタムドメイ
ンと同じになります (https://api.example.com など)。この場合、カスタムドメイン名は複数の API
をサポートできません。

Note
WebSocket API のカスタムドメイン名を REST API または HTTP API にマッピングすることはで
きません。
WebSocket API の場合、サポートされる TLS バージョンは TLS 1.2 のみです。

ドメイン名を登録する
API のカスタムドメイン名を設定するには、登録されたインターネットドメイン名が必要です。必要に応
じて、Amazon Route 53 を使用するか、任意のサードパーティーのドメインレジストラを使用して、イン
ターネットドメインを登録できます。API のカスタムドメイン名は、登録されたインターネットドメイン
のサブドメイン名またはルートドメイン名 (「Zone Apex」など) にすることができます。
カスタムドメイン名が API Gateway で作成されたら、API エンドポイントにマッピングするために DNS
プロバイダーのリソースレコードを作成または更新する必要があります。このマッピングを行わないと、
カスタムドメイン名宛ての API リクエストが API Gateway に届きません。

リージョン別カスタムドメイン名
特定のリージョンの API のカスタムドメイン名を作成すると、API Gateway は API のリージョン別ドメイ
ン名を作成します。カスタムドメイン名をリージョン別ドメイン名にマッピングするように、DNS レコー
ドを設定する必要があります。カスタムドメイン名の証明書を提供する必要もあります。

ワイルドカードカスタムドメイン名
ワイルドカードカスタムドメイン名を使用すると、デフォルトのクォータ (p. 841)を超えずにほぼ無
数のドメイン名をサポートできます。たとえば、各お客様に個別のドメイン名を付けることができます
customername.api.example.com。
ワイルドカードカスタムドメイン名を制作するためには、ルートドメインの可能なすべてのサブドメイン
を表すカスタムドメインの最初のサブドメインとして、ワイルドカード (*) を指定します。
たとえば、ワイルドカードカスタムドメイン名として *.example.com を使用する
と、a.example.com、b.example.com、c.example.com などのサブドメインが生成され、これらは
すべて同じドメインにルーティングされます。
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ワイルドカードカスタムドメイン名は、API Gateway の標準のカスタムドメイン名とは異なる設定をサ
ポートします。たとえば、1 つの AWS アカウントで、*.example.com と a.example.com を異なる動
作に設定できます。
コンテキスト変数 $context.domainName と $context.domainPrefix コンテキスト変数を使用
して、クライアントが API を呼び出すために使用したドメイン名を判断できます。コンテキスト変数
の詳細については、「API Gateway マッピングテンプレートとアクセスのログ記録の変数リファレン
ス (p. 365)」を参照してください。
ワイルドカードカスタムドメイン名を作成するには、DNS または E メール検証方法を使用して検証された
証明書を ACM から発行してもらう必要があります。

Note
別の AWS アカウントで作成済みのカスタムドメイン名と競合するようなワイルドカードカスタ
ムドメイン名を作成することはできません。たとえば、アカウント A で a.example.com が作成
済みである場合、アカウント B はワイルドカードカスタムドメイン名として *.example.com を
作成できません。
アカウント A とアカウント B の所有者が同じである場合は、AWS サポートセンターに連絡して
例外をリクエストできます。

カスタムドメイン名の証明書
ACM がサポートされているリージョンでカスタムドメイン名の証明書を提供するには、ACM に証明書を
リクエストする必要があります。ACM がサポートされていないリージョンで、リージョン別カスタムドメ
イン名の証明書を提供するには、そのリージョン内の API Gateway に証明書をインポートする必要があり
ます。
SSL/TLS 証明書をインポートするには、カスタムドメイン名の PEM 形式の SSL/TLS 認証本文、そのプラ
イベートキー、およびカスタムドメイン名の証明書チェーンを提供する必要があります。ACM に保存され
た各証明書は ARN によって識別されます。AWS で管理された証明書をドメイン名で使用するには、その
ARN を単に参照します。
ACM を使用すると、API のカスタムドメイン名を簡単に設定して使用できます。特定のドメイン名の証
明書を作成 (または証明書をインポート) し、ACM が提供する証明書の ARN を使用して API Gateway で
ドメイン名を設定します。次に、カスタムドメイン名のベースパスを、デプロイされた API のステージに
マッピングします。ACM 発行の証明書により、プライベートキーなど証明書の機密の詳細が漏れる心配は
ありません。
カスタムドメイン名の設定の詳細については、「 での証明書の準備AWS Certificate Manager (p. 481)」お
よび「API Gateway でのリージョン別カスタムドメイン名の設定 (p. 492)」を参照してください。

WebSocket API 用の API マッピングの使用
API マッピングを使用して、API ステージをカスタムドメイン名に接続します。ドメイン名を作成
し、DNS レコードを設定したら、API マッピングを使用して、カスタムドメイン名を使用して API にトラ
フィックを送信します。
API マッピングは、API、ステージ、およびオプションでマッピングに使用するパスを指定します。たとえ
ば、API の production ステージを wss://api.example.com/orders にマッピングできます。
API マッピングを作成する前に、API、ステージ、およびカスタムドメイン名が必要です。カスタムド
メイン名の作成と設定の詳細については、「the section called “リージョン別カスタムドメイン名の設
定” (p. 492)」を参照してください。

Restrictions
• API マッピングでは、カスタムドメイン名とマップされた API が同じ AWS アカウントにある必要があ
ります。
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• API マッピングに含めることができるのは、文字、数字、および $-_.+!*'() の文字だけです。
• API マッピングのパスの最大文字数は 300 文字です。
• WebSocket API を HTTP API または REST API と同じカスタムドメイン名にマッピングすることはでき
ません。

API マッピングを作成する
API マッピングを作成するには、最初にカスタムドメイン名、API、およびステージを作成する必要があり
ます。カスタムドメイン名の作成方法については、「the section called “リージョン別カスタムドメイン名
の設定” (p. 492)」を参照してください。
AWS Management Console

API マッピングを作成するには
1.

API Gateway コンソール (https://console.aws.amazon.com/apigateway) にサインインします。

2.

[カスタムドメイン名] を選択します。

3.

既に作成したカスタムドメイン名を選択します。

4.

[API マッピング] を選択します。

5.

[Configure API mappings (API マッピングの設定)] を選択します。

6.

[Add new mapping (新しいマッピングを追加)] を選択します。

7.

API、Stage、必要に応じて Path を入力します。

8.

[Save] を選択します。

AWS CLI
次の AWS CLI コマンドは、API マッピングを作成します。この例では、API Gateway が指定された
API およびステージに api.example.com/v1 に対するリクエストを送信します。
aws apigatewayv2 create-api-mapping \
--domain-name api.example.com \
--api-mapping-key v1 \
--api-id a1b2c3d4 \
--stage test

AWS CloudFormation
次の AWS CloudFormation 例は、API マッピングを作成します。
MyApiMapping:
Type: 'AWS::ApiGatewayV2::ApiMapping'
Properties:
DomainName: api.example.com
ApiMappingKey: 'v1'
ApiId: !Ref MyApi
Stage: !Ref MyStage

WebSocket API のデフォルトのエンドポイントを無効にする
デフォルトでは、クライアントは、API Gateway が API 用に生成する execute-api エンドポイントを使
用して API を呼び出すことができます。クライアントがカスタムドメイン名を使用した場合のみ API にア
クセスできるようにするには、デフォルトの execute-api エンドポイントを無効にします。
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Note
デフォルトのエンドポイントを無効にすると、API のすべてのステージに影響します。
次の AWS CLI コマンドは、WebSocket API のデフォルトエンドポイントを無効にします。
aws apigatewayv2 update-api \
--api-id abcdef123 \
--disable-execute-api-endpoint

デフォルトのエンドポイントを無効にした後で、変更を有効にするには、API をデプロイする必要があり
ます。
次の AWS CLI コマンドは、デプロイを作成します。
aws apigatewayv2 create-deployment \
--api-id abcdef123 \
--stage-name dev

WebSocket API の保護
API のスロットリングおよびクォータを設定して、多すぎるリクエストで API の負荷が高くなりすぎない
ように保護できます。スロットルとクォータの両方はベストエフォートベースで適用されるため、これら
は保証されたリクエスト上限ではなく、目標として考える必要があります。
API Gateway は、トークンバケットアルゴリズムを使用してトークンでリクエストをカウントし、API へ
のリクエストを調整します。特に API Gateway では、アカウントのすべての API に送信されるリクエスト
のレートとバーストをリージョンごとに検証します。トークンバケットアルゴリズムでは、これらの制限
の事前定義されたオーバーランがバーストによって許可されますが、場合によっては、他の要因によって
制限のオーバーランが発生することがあります。
リクエストの送信数がリクエストの定常レートおよびバーストを超えると、API Gateway はリクエストを
調整を開始します。クライアントは、この時点で 429 Too Many Requests エラーレスポンスを受け取
ることがあります。このような例外をキャッチすると、クライアントは 失敗したリクエストをレート制限
する方法で再送信できます。
API デベロッパーは、API の個々のステージまたはルートに制限を設定して、アカウントのすべての API
にわたるパフォーマンス全体を向上させることができます。

リージョンごとのアカウントレベルのスロットリング
API Gateway はデフォルトで、リージョンごとに AWS アカウント内のすべての API 全体で定常状態のリ
クエスト/秒 (RPS) を制限します。また、リージョンごとに AWS アカウント内のすべての API にわたって
バースト (最大バケットサイズ) を制限します。API Gateway では、バースト制限は、API Gateway が 429
Too Many Requests エラーレスポンスを返す前に処理する同時リクエスト送信の目標最大数を表しま
す。スロットリングクォータの詳細については、「クォータと重要な注意点 (p. 841)」を参照してくださ
い。
アカウントごとの制限は、指定したリージョンのアカウント内のすべての API に適用されます。このア
カウントレベルのレート制限は、申請に応じて引き上げることができます。API のタイムアウトが短く、
ペイロードが小さい場合、高い制限を設定できます。リージョンごとのアカウントレベルのスロットリン
グ制限の引き上げを申請するには、AWS サポートセンターにお問い合わせください。詳細については、
「クォータと重要な注意点 (p. 841)」を参照してください。これらの制限は、AWS スロットリングの制
限以上に高くすることはできません。
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ルートレベルのスロットリング
特定のステージでまたは API の個々のルートでアカウントレベルのリクエストスロットリング制限を上書
きするように、ルートレベルのスロットリングを設定できます。デフォルトのルートスロットリング制限
は、アカウントレベルのレート制限を超えることはできません。

WebSocket API のモニタリング
CloudWatch メトリクスと CloudWatch Logs を使用して、WebSocket API をモニタリングできます。ログ
とメトリクスを組み合わせることで、エラーをログに記録し、API のパフォーマンスを監視できます。

Note
API Gateway は、次の場合にログとメトリクスが生成されない可能性があります。
• 413 Request Entity Too Large エラー
• 過剰な 429 Too Many Requests エラー
• API マッピングを持たないカスタムドメインに送信されたリクエストからの 400 シリーズのエ
ラー
• 内部の障害によって発生した 500 シリーズのエラー
トピック
• CloudWatch メトリクスを使用した WebSocket API の実行のモニタリング (p. 760)
• WebSocket API のログ記録の設定 (p. 761)

CloudWatch メトリクスを使用した WebSocket API の
実行のモニタリング
Amazon CloudWatch メトリクスを使用して、WebSocket API をモニタリングできます。この設定
は、REST API に使用される設定と似ています。詳細については、「Amazon CloudWatch のメトリクスを
使用した REST API の実行のモニタリング (p. 638)」を参照してください。
WebSocket API では、次のメトリクスがサポートされています。
メトリクス

説明

ConnectCount

$connect ルート統合に送信さ
れるメッセージの数。

MessageCount

クライアントとの間で送受信さ
れる、WebSocket API に送信さ
れるメッセージの数。

IntegrationError

統合から 4XX/5XX レスポンスを
返すリクエストの数。

ClientError

統合が呼び出される前に API
Gateway によって返された 4XX
レスポンスを持つリクエストの
数。
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メトリクス

説明

ExecutionError

統合を呼び出す際に発生したエ
ラー。

IntegrationLatency

API Gateway による統合への
リクエストの送信から、API
Gateway による統合からのレス
ポンスの受信までの時間の差。
コールバックと Mock 統合では除
外されます。

API Gateway のメトリクスをフィルタリングするには、次の表のディメンションを使用できます。
ディメンション

説明

ApiId

指定された API ID を持つ API の
API Gateway メトリクスをフィ
ルタリングします。

ApiId、ステージ

指定された API ID とステージ ID
で、API ステージに対する API
Gateway メトリクスがフィルタ
リングされます。

ApiId、ステージ、ルート

指定された API ID、ステージ
ID、ルート ID で、API メソッド
に対する API Gateway メトリク
スがフィルタリングされます。
詳細な CloudWatch のメトリ
クスを明示的に有効にしな
い限り、API Gateway はこ
れらのメトリクスを送信し
ません。そのためには、API
Gateway V2 REST API の
UpdateStage アクションを呼び
出して、metricsEnabled プロパ
ティを true に更新します。こ
のようなメトリクスを有効にす
ることで、アカウントに追加料
金が発生します。詳細について
は、Amazon CloudWatch 料金
表をご覧ください。

WebSocket API のログ記録の設定
ログ記録を有効にして CloudWatch Logs にログを記録することができます。ログ変数を使用して、ログの
内容をカスタマイズできます。
CloudWatch ログ記録の設定方法については、「the section called “API Gateway コンソールを使用した
CloudWatch による API のログの設定” (p. 646)」を参照してください。
[ログの形式] を指定する際に、記録するコンテキスト変数を選択できます。次の変数は、サポートされて
います。
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パラメータ

説明

$context.apiId

API Gateway が API に割り当てる識別子。

$context.authorize.error

認可エラーメッセージ。

$context.authorize.latency

認可レイテンシー (ミリ秒単位)。

$context.authorize.status

認可の試行から返されたステータスコード。

$context.authorizer.error

オーソライザーから返されたエラーメッセージ。

$context.authorizer.integrationLatency

Lambda オーソライザーレイテンシー (ミリ秒)。

$context.authorizer.integrationStatus

オーソライザーから返されたステータスコード。

$context.authorizer.latency

オーソライザーのレイテンシー (ミリ秒単位)。

$context.authorizer.requestId

AWS エンドポイントのリクエスト ID

$context.authorizer.status

オーソライザーから返されたステータスコード。

$context.authorizer.principalId

クライアントにより送信され、API Gateway
Lambda オーソライザー Lambda 関数から返さ
れたトークンと関連付けられたプリンシパルユー
ザー ID (Lambda オーソライザーは、以前はカスタ
ムオーソライザーと呼ばれていました)。

$context.authorizer.property

API Gateway Lambda オーソライザーの関数から
返された context マップの指定されたキー/値
ペアの文字列化された値。たとえば、オーソライ
ザーが次の context マップを返すとします。
"context" : {

"key": "value",
"numKey": 1,
"boolKey": true
}

$context.authorizer.key の呼
び出しでは "value" 文字列が返さ
れ、$context.authorizer.numKey
の呼び出しでは "1" 文字列が返さ
れ、$context.authorizer.boolKey の呼び出
しでは "true" 文字列が返されます。
$context.authenticate.error

認証の試行から返されたエラーメッセージ。

$context.authenticate.latency

認証レイテンシー (ミリ秒単位)。

$context.authenticate.status

認証の試行から返されたステータスコード。

$context.connectedAt

エポック形式の接続時間。

$context.connectionId

クライアントへのコールバックを行うために使用
できる接続の一意の ID。

$context.domainName

WebSocket API のドメイン名。これは、(ハード
コーディングされた値の代わりに) クライアントへ
のコールバックを行うために使用できます。
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説明

$context.error.message

API Gateway エラーメッセージを含む文字列。

$context.error.messageString

$context.error.message を引用符で囲んだ
値、つまり "$context.error.message"。

$context.error.responseType

エラーのレスポンスタイプ。

$context.error.validationErrorString

詳細な検証エラーメッセージを含む文字列。

$context.eventType

イベントタイプ: (CONNECT、MESSAGE、または
DISCONNECT)。

$context.extendedRequestId

$context.requestId と同等です。

$context.identity.accountId

リクエストに関連付けられた AWS アカウント ID
です。

$context.identity.apiKey

キー対応 API リクエストに関連付けられた API 所
有者キー。

$context.identity.apiKeyId

キー対応 API リクエストに関連付けられた API
キー ID。

$context.identity.caller

リクエストに署名した発信者のプリンシパル
ID。IAM 認証を使用するルートでサポートされて
います。

リクエストを行う発信者が使用する Amazon
$context.identity.cognitoAuthenticationProvider
Cognito 認証プロバイダーのカンマ区切りのリス
ト。リクエストが Amazon Cognito 認証情報で署
名されている場合にのみ使用できます。
たとえば、Amazon Cognito ユーザープール
のアイデンティティの場合、cognito-idp.
region.amazonaws.com/
user_pool_id,cognitoidp.region.amazonaws.com/
user_pool_id:CognitoSignIn:token
subject claim
詳しくは、Amazon Cognito デベロッパーガイドの
「Amazon Cognito ID プール (フェデレーティッド
ID)」を参照してください。
リクエストを行う発信者の Amazon Cognito 認
$context.identity.cognitoAuthenticationType
証タイプ。リクエストが Amazon Cognito 認
証情報で署名されている場合にのみ使用でき
ます。有効な値は、認証されたアイデンティ
ティauthenticatedおよび認証されていないアイ
デンティティunauthenticatedです。
$context.identity.cognitoIdentityId

リクエストを行う発信者の Amazon Cognito ID。
リクエストが Amazon Cognito 認証情報で署名さ
れている場合にのみ使用できます。

$context.identity.cognitoIdentityPoolId リクエストを行う発信者の Amazon Cognito ID
プール ID。リクエストが Amazon Cognito 認証情
報で署名されている場合にのみ使用できます。

763

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
ログ記録

パラメータ

説明

$context.identity.principalOrgId

AWS 組織 ID。IAM 認証を使用するルートでサ
ポートされています。

$context.identity.sourceIp

API Gateway へのリクエストを実行する TCP 接続
のソース IP アドレス。

$context.identity.user

リソースアクセスに対して許可されるユーザーの
プリンシパル識別子。IAM 認証を使用するルート
でサポートされています。

$context.identity.userAgent

API 発信者のユーザーエージェント。

$context.identity.userArn

認証後に識別された有効ユーザーの Amazon リ
ソースネーム (ARN) です。

$context.integration.error

統合から返されたエラーメッセージ。これは
$context.integrationErrorMessage と同等
です。

$context.integration.integrationStatus

Lambda プロキシ統合の場合、バックエンドの
Lambda 関数コードからではなく、AWS Lambda
から返されるステータスコード。

$context.integration.latency

統合レイテンシー (ミリ秒)。これは
$context.integrationLatency と同等です。

$context.integration.requestId

AWS エンドポイントのリクエスト ID これは
$context.awsEndpointRequestId と同等で
す。

$context.integration.status

統合から返されたステータスコード。Lambda
プロキシ統合では、これは Lambda 関数コー
ドから返されたステータスコードです。これは
$context.integrationStatus と同等です。

$context.integrationLatency

統合レイテンシー (ミリ秒)。アクセスログ記録で
のみ使用できます。

$context.messageId

メッセージの一意のサーバー側
ID。$context.eventType が MESSAGE である場
合のみ利用できます。

$context.requestId

$context.extendedRequestId と同じ

$context.requestTime

CLF 形式の要求時間 (dd/MMM/yyyy:HH:mm:ss
+-hhmm)。

$context.requestTimeEpoch

エポック形式のリクエスト時間 (ミリ秒単位)。

$context.routeKey

選択されたルートキー。

$context.stage

API 呼び出しのデプロイステージ (Beta、Prod な
ど) 。

$context.status

レスポンスステータス。

$context.waf.error

から返されたエラーメッセージAWS WAF

$context.waf.latency

AWS WAF レイテンシー (ミリ秒単位)。
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説明

$context.waf.status

から返されたステータスコードAWS WAF
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API Gateway Amazon リソースネー
ム (ARN) リファレンス
以下の表では、API Gateway リソースの Amazon リソースネーム (ARN) を示しています。AWS Identity
and Access Management ポリシーでの ARN の使用の詳細については、「Amazon API Gateway と IAM の
連携方法 (p. 811)」および「IAM アクセス許可により API へのアクセスを制御する (p. 243)」を参照して
ください。

HTTP API および WebSocket API リソース
リソース

ARN

AccessLogSettings

arn:partition:apigateway:region::/
apis/api-id/stages/stage-name/
accesslogsettings

Api

arn:partition:apigateway:region::/
apis/api-id

API

arn:partition:apigateway:region::/apis

ApiMapping

arn:partition:apigateway:region::/
domainnames/domain-name/apimappings/id

ApiMappings

arn:partition:apigateway:region::/
domainnames/domain-name/apimappings

オーソライザー

arn:partition:apigateway:region::/
apis/api-id/authorizers/id

オーソライザー

arn:partition:apigateway:region::/
apis/api-id/authorizers

Cors

arn:partition:apigateway:region::/
apis/api-id/cors

デプロイメント

arn:partition:apigateway:region::/
apis/api-id/deployments/id

デプロイ

arn:partition:apigateway:region::/
apis/api-id/deployments

DomainName

arn:partition:apigateway:region::/
domainnames/domain-name

DomainNames

arn:partition:apigateway:region::/
domainnames

ExportedAPI

arn:partition:apigateway:region::/
apis/api-id/exports/specification
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リソース

ARN

Integration

arn:partition:apigateway:region::/
apis/api-id/integrations/integrationid

統合

arn:partition:apigateway:region::/
apis/api-id/integrations

IntegrationResponse

arn:partition:apigateway:region::/
apis/api-id/
integrationresponses/integrationresponse

IntegrationResponses

arn:partition:apigateway:region::/
apis/api-id/integrationresponses

モデル

arn:partition:apigateway:region::/
apis/api-id/models/id

モデル

arn:partition:apigateway:region::/
apis/api-id/models

ModelTemplate

arn:partition:apigateway:region::/
apis/api-id/models/id/template

ルート

arn:partition:apigateway:region::/
apis/api-id/routes/id

ルート

arn:partition:apigateway:region::/
apis/api-id/routes

RouteRequestParameter

arn:partition:apigateway:region::/
apis/api-id/routes/id/
requestparameters/key

RouteResponse

arn:partition:apigateway:region::/
apis/api-id/routes/id/
routeresponses/id

RouteResponses

arn:partition:apigateway:region::/
apis/api-id/routes/id/routeresponses

RouteSettings

arn:partition:apigateway:region::/
apis/api-id/stages/stage-name/
routesettings/route-key

ステージ

arn:partition:apigateway:region::/
apis/api-id/stages/stage-name

ステージ

arn:partition:apigateway:region::/
apis/api-id/stages

VpcLink

arn:partition:apigateway:region::/
vpclinks/vpclink-id

VpcLinks

arn:partition:apigateway:region::/
vpclinks
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REST API リソース
リソース

ARN

アカウント

arn:partition:apigateway:region::/
account

ApiKey

arn:partition:apigateway:region::/
apikeys/id

ApiKeys

arn:partition:apigateway:region::/
apikeys

オーソライザー

arn:partition:apigateway:region::/
restapis/api-id/authorizers/id

オーソライザー

arn:partition:apigateway:region::/
restapis/api-id/authorizers

BasePathMapping

arn:partition:apigateway:region::/
domainnames/domain-name/
basepathmappings/basepath

BasePathMappings

arn:partition:apigateway:region::/
domainnames/domain-name/
basepathmappings

ClientCertificate

arn:partition:apigateway:region::/
clientcertificates/id

ClientCertificates

arn:partition:apigateway:region::/
clientcertificates

デプロイメント

arn:partition:apigateway:region::/
restapis/api-id/deployments/id

デプロイ

arn:partition:apigateway:region::/
restapis/api-id/deployments

DocumentationPart

arn:partition:apigateway:region::/
restapis/api-id/documentation/parts/id

DocumentationParts

arn:partition:apigateway:region::/
restapis/api-id/documentation/parts

DocumentationVersion

arn:partition:apigateway:region::/
restapis/api-id/documentation/
versions/version

DocumentationVersions

arn:partition:apigateway:region::/
restapis/api-id/documentation/versions

DomainName

arn:partition:apigateway:region::/
domainnames/domain-name

DomainNames

arn:partition:apigateway:region::/
domainnames
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リソース

ARN

GatewayResponse

arn:partition:apigateway:region::/
restapis/api-id/
gatewayresponses/response-type

GatewayResponses

arn:partition:apigateway:region::/
restapis/api-id/gatewayresponses

Integration

arn:partition:apigateway:region::/
restapis/api-id/resources/resource-id/
methods/http-method/integration

IntegrationResponse

arn:partition:apigateway:region::/
restapis/api-id/resources/resourceid/methods/http-method/integration/
responses/status-code

方法

arn:partition:apigateway:region::/
restapis/api-id/resources/resource-id/
methods/http-method

MethodResponse

arn:partition:apigateway:region::/
restapis/api-id/resources/resource-id/
methods/http-method/responses/statuscode

モデル

arn:partition:apigateway:region::/
restapis/api-id/models/model-name

モデル

arn:partition:apigateway:region::/
restapis/api-id/models

RequestValidator

arn:partition:apigateway:region::/
restapis/api-id/requestvalidators/id

RequestValidators

arn:partition:apigateway:region::/
restapis/api-id/requestvalidators

リソース

arn:partition:apigateway:region::/
restapis/api-id/resources/id

リソース

arn:partition:apigateway:region::/
restapis/api-id/resources

RestApi 数

arn:partition:apigateway:region::/
restapis/api-id

RestApis

arn:partition:apigateway:region::/
restapis

ステージ

arn:partition:apigateway:region::/
restapis/api-id/stages/stage-name

ステージ

arn:partition:apigateway:region::/
restapis/api-id/stages

テンプレート

arn:partition:apigateway:region::/
restapis/models/model-name/template
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リソース

ARN

UsagePlan

arn:partition:apigateway:region::/
usageplans/usageplan-id

UsagePlans

arn:partition:apigateway:region::/
usageplans

UsagePlanKey

arn:partition:apigateway:region::/
usageplans/usageplan-id/keys/id

UsagePlanKeys

arn:partition:apigateway:region::/
usageplans/usageplan-id/keys

VpcLink

arn:partition:apigateway:region::/
vpclinks/vpclink-id

VpcLinks

arn:partition:apigateway:region::/
vpclinks

execute-api（HTTP API、WebSocket API、およ
び REST API）
リソース

ARN

WebSocket API エンドポイント

arn:partition:executeapi:region:account-id:apiid/stage/route-key

HTTP API および REST API エンドポイント

arn:partition:executeapi:region:account-id:apiid/stage/http-method/resource-path

Lambda オーソライザー *

arn:partition:executeapi:region:account-id:api-id/
authorizers/authorizer-id

* この ARN は、Lambda オーソライザー関数でリソースポリシーの SourceArn 条件を設定する場合のみ
適用されます。例については、「the section called “Lambda オーソライザーの作成” (p. 668)」を参照して
ください。
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OpenAPI への API Gateway 拡張機能
の使用
API Gateway 拡張は、REST API および HTTP API に対する AWS 固有の認証および API Gateway 固有の
API 統合をサポートします。このセクションでは、OpenAPI の仕様に対する API Gateway 拡張について説
明します。

Tip
アプリケーションで API Gateway 拡張がどのように使用されているかを理解するには、API
Gateway コンソールを使用して REST API または HTTP API を作成し、OpenAPI 定義ファイ
ルにエクスポートします。API のエクスポート方法の詳細については、「API Gateway から
REST API をエクスポートする (p. 444)」および「API Gateway からの HTTP API のエクスポー
ト (p. 695)」を参照してください。
トピック
• x-amazon-apigateway-any-method オブジェクト (p. 772)
• x-amazon-apigateway-cors オブジェクト (p. 773)
• x-amazon-apigateway-api-key-source プロパティ (p. 774)
• x-amazon-apigateway-auth オブジェクト (p. 774)
• x-amazon-apigateway-authorizer オブジェクト (p. 775)
• x amazon-apigateway-authtype プロパティ (p. 780)
• x-amazon-apigateway-binary-media-types のプロパティ (p. 782)
• x-amazon-apigateway-documentation オブジェクト (p. 782)
• x-amazon-apigateway-endpoint-configuration オブジェクト (p. 783)
• x-amazon-apigateway-gateway-responses オブジェクト (p. 784)
• x-amazon-apigateway-gateway-responses.gatewayResponse オブジェクト (p. 785)
• x-amazon-apigateway-gateway-responses.responseParameters オブジェクト (p. 785)
• x-amazon-apigateway-gateway-responses.responseTemplates オブジェクト (p. 786)
• x-amazon-apigateway-importexport-version (p. 787)
• x-amazon-apigateway-integration オブジェクト (p. 787)
• x-amazon-apigateway-integrations オブジェクト (p. 792)
• x-amazon-apigateway-integration.requestTemplates オブジェクト (p. 793)
• x-amazon-apigateway-integration.requestParameters オブジェクト (p. 794)
• x-amazon-apigateway-integration.responses オブジェクト (p. 795)
• x-amazon-apigateway-integration.response オブジェクト (p. 796)
•
•
•
•

x-amazon-apigateway-integration.responseTemplates オブジェクト (p. 798)
x-amazon-apigateway-integration.responseParameters オブジェクト (p. 798)
x-amazon-apigateway-integration.tlsConfig オブジェクト (p. 799)
x-amazon-apigateway-minimum-compression-size (p. 801)

•
•
•
•
•

x-amazon-apigateway-policy (p. 801)
x-amazon-apigateway-request-validator プロパティ (p. 802)
x-amazon-apigateway-request-validators オブジェクト (p. 802)
x-amazon-apigateway-request-validators.requestValidator オブジェクト (p. 803)
x-amazon-apigateway-tag-value プロパティ (p. 804)
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x-amazon-apigateway-any-method オブジェクト
OpenAPI Path Item オブジェクトの API Gateway キャッチオール ANY メソッドの OpenAPI Operation オ
ブジェクトを指定します。このオブジェクトは、他の Operation オブジェクトとともに指定でき、明示的
に宣言されていない HTTP メソッドをキャッチします。
次の表は、API Gateway が拡張するプロパティを示します。他の OpenAPI Operation プロパティについて
は、OpenAPI の仕様を参照してください。

プロパティ
プロパティ名

タイプ

説明

isDefaultRoute

Boolean

ルートが $default ルートであ
るかどうかを指定します。HTTP
API に対してのみサポートされ
ます。詳細については、「HTTP
API のルートの使用 (p. 660)」を
参照してください。

x-amazon-apigatewayintegration

x-amazon-apigateway-integration
オブジェクト (p. 787)

メソッドとバックエンド
の統合を指定します。これ
は、OpenAPI Operation オ
ブジェクトの拡張プロパ
ティです。統合のタイプ
は、AWS、AWS_PROXY、HTTP、HTTP_PROXY、
または MOCK です。

x-amazon-apigateway-any-method の例
次の例では、プロキシリソース、 ANY の {proxy+} メソッドを Lambda 関数、TestSimpleProxy と統
合しています。
"/{proxy+}": {
"x-amazon-apigateway-any-method": {
"produces": [
"application/json"
],
"parameters": [
{
"name": "proxy",
"in": "path",
"required": true,
"type": "string"
}
],
"responses": {},
"x-amazon-apigateway-integration": {
"uri": "arn:aws:apigateway:us-east-1:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:TestSimpleProxy/invocations",
"httpMethod": "POST",
"type": "aws_proxy"
}

次の例では、Lambda 関数、$default と統合する HTTP API の HelloWorld ルートを作成します。
"/$default": {
"x-amazon-apigateway-any-method": {
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"isDefaultRoute": true,
"x-amazon-apigateway-integration": {
"type": "AWS_PROXY",
"httpMethod": "POST",
"uri": "arn:aws:apigateway:us-east-1:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:HelloWorld/invocations",
"timeoutInMillis": 1000,
"connectionType": "INTERNET",
"payloadFormatVersion": 1.0
}
}
}

x-amazon-apigateway-cors オブジェクト
HTTP API のクロスオリジンリソース共有 (CORS) 設定を指定します。この拡張機能は、ルートレベルの
OpenAPI 構造に適用されます。詳細については、「HTTP API の CORS の設定 (p. 684)」を参照してくだ
さい。

プロパティ
プロパティ名

タイプ

説明

allowOrigins

Array

許可されたオリジンを指定しま
す。

allowCredentials

Boolean

CORS リクエストに認証情報を
含めるかどうかを指定します。

exposeHeaders

Array

公開されるヘッダーを指定しま
す。

maxAge

Integer

ブラウザがプリフライトリクエ
スト結果をキャッシュする秒数
を指定します。

allowMethods

Array

許可される HTTP メソッドを指
定します。

allowHeaders

Array

許可されるヘッダーを指定しま
す。

x-amazon-apigateway-cors の例
HTTP API の CORS 設定の例を次に示します。
"x-amazon-apigateway-cors": {
"allowOrigins": [
"https://www.example.com"
],
"allowCredentials": true,
"exposeHeaders": [
"x-apigateway-header",
"x-amz-date",
"content-type"
],
"maxAge": 3600,
"allowMethods": [
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}

"GET",
"OPTIONS",
"POST"
],
"allowHeaders": [
"x-apigateway-header",
"x-amz-date",
"content-type"
]

x-amazon-apigateway-api-key-source プロパティ
キーを要求する API メソッドを調整する API キーを受け取るソースを指定します。この API レベルのプロ
パティは、String タイプです。
リクエストの API キーのソースを指定します。有効な値は次のとおりです。
• リクエストの HEADER ヘッダーから API キーを受信するための X-API-Key。
• Lambda オーソライザー (以前のカスタムオーソライザー) の AUTHORIZER から API キーを受信するた
めの UsageIdentifierKey 。

x-amazon-apigateway-api-key-source の例
次の例では、X-API-Key ヘッダーを API キーソースとして設定します。
OpenAPI 2.0
{

}

"swagger" : "2.0",
"info" : {
"title" : "Test1"
},
"schemes" : [ "https" ],
"basePath" : "/import",
"x-amazon-apigateway-api-key-source" : "HEADER",
.
.
.

x-amazon-apigateway-auth オブジェクト
API Gateway でのメソッド呼び出しの認証に適用する認証タイプを定義します。

プロパティ
プロパティ名

タイプ

説明

type

string

認可タイプを指定します。オー
プンアクセスに対して "NONE"
を指定します。IAM アクセス許
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プロパティ名

タイプ

説明
可を使用するように "AWS_IAM"
を指定します。値の大文字と小
文字が区別されません。

x-amazon-apigateway-auth の例
次の例では、REST API メソッドの認証タイプを設定します。
OpenAPI 3.0.1
{

}

"openapi": "3.0.1",
"info": {
"title": "openapi3",
"version": "1.0"
},
"paths": {
"/protected-by-iam": {
"get": {
"x-amazon-apigateway-auth": {
"type": "AWS_IAM"
}
}
}
}

x-amazon-apigateway-authorizer オブジェクト
API Gateway でのメソッド呼び出しの認証に適用される Lambda オーソライザーまたは JWT オーソライ
ザーを定義します。この拡張機能は、 OpenAPI 2 および OpenAPI 3 のセキュリティ定義に適用されま
す。

プロパティ
プロパティ名

タイプ

説明

type

string

認証のタイプ。これは必須のプ
ロパティです。
REST API で、発信者 ID が認
証トークンに埋め込まれるオー
ソライザーの場合は、token
を指定します。呼び出し元 ID
がリクエストパラメータに含
まれるオーソライザーの場合
は、request を指定します。
HTTP API で、発信者 ID がリ
クエストパラメータに含まれ
る Lambda オーソライザーの
場合は、request を指定しま
す。JWT オーソライザーの場合
は、jwt を指定します。
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プロパティ名

タイプ

説明

authorizerUri

string

オーソライザー Lambda 関数
の Uniform Resource Identifier
(URI)。構文は次のとおりです。
"arn:aws:apigateway:useast-1:lambda:path/2015-03-31/
functions/arn:aws:lambda:useast-1:accountid:function:auth_function_name/
invocations"

authorizerCredentials

IAM 実行ロールの ARN 形式で
オーソライザーを呼び出すのに
必要な認証情報 (ある場合)。たと
えば、"arn:aws:iam::accountid:IAM_role"。

string

authorizerPayloadFormatVersion
string

HTTP API の場合、API Gateway
が Lambda 認証に送信するデー
タの形式と、API Gateway が
Lambda からのレスポンスをど
のように解釈するかを指定し
ます。詳細については、「the
section called “ペイロード形式
バージョン” (p. 663)」を参照し
てください。

enableSimpleResponses

Boolean

HTTP API では、request
オーソライザーがブー
ル値を返すか IAM ポリ
シーを返すかを指定しま
す。authorizerPayloadFormatVersion
が 2.0 のオーソライザーでのみ
サポートされます。有効にする
と、Lambda オーソライザー関
数はブール値を返します。詳細
については、「the section called
“Lambda 関数レスポンス形式
2.0” (p. 665)」を参照してくださ
い。

identitySource

string

ID ソースとして、リクエス
トパラメータの式をマッピ
ングするカンマ区切りのリス
ト。request および jwt タイプ
のオーソライザーにのみ適用さ
れます。

jwtConfiguration

Object

JWT オーソライザーの発行者
と対象者を指定します。詳細に
ついては、API Gateway バー
ジョン 2 API リファレンスの
「JWTConfiguration」を参照し
てください。HTTP API に対して
のみサポートされます。

776

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
REST API の x-amazon-apigateway-authorizer の例

プロパティ名

タイプ

説明

identityValidationExpression
string

入力のアイデンティティとして
トークンを検証するための正規
表現。たとえば、"^x-[a-z]+" など
です。REST API でのみサポート
されます。

authorizerResultTtlInSeconds
string

オーソライザーの結果がキャッ
シュされる秒数。

REST API の x-amazon-apigateway-authorizer の例
次の OpenAPI セキュリティ定義の例では、test-authorizer という名前で「token」タイプの Lambda
オーソライザーを指定します。
"securityDefinitions" : {
"test-authorizer" : {
"type" : "apiKey",
// Required and the value must be "apiKey"
for an API Gateway API.
"name" : "Authorization",
// The name of the header containing the
authorization token.
"in" : "header",
// Required and the value must be "header"
for an API Gateway API.
"x-amazon-apigateway-authtype" : "oauth2", // Specifies the authorization mechanism
for the client.
"x-amazon-apigateway-authorizer" : {
// An API Gateway Lambda authorizer
definition
"type" : "token",
// Required property and the value must
"token"
"authorizerUri" : "arn:aws:apigateway:us-east-1:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-east-1:account-id:function:function-name/invocations",
"authorizerCredentials" : "arn:aws:iam::account-id:role",
"identityValidationExpression" : "^x-[a-z]+",
"authorizerResultTtlInSeconds" : 60
}
}
}

次の OpenAPI オペレーションオブジェクトのスニペットでは、上記の Lambda オーソライザーを使用す
るよう GET /http を設定します。
"/http" : {
"get" : {
"responses" : { },
"security" : [ {
"test-authorizer" : [ ]
} ],
"x-amazon-apigateway-integration" : {
"type" : "http",
"responses" : {
"default" : {
"statusCode" : "200"
}
},
"httpMethod" : "GET",
"uri" : "http://api.example.com"
}
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}

}

次の OpenAPI セキュリティ定義の例では、単一のヘッダーパラメータ (auth) を ID ソースとして使用
して、「request」タイプの Lambda オーソライザーを指定します。securityDefinitions の名前は
request_authorizer_single_header です。
"securityDefinitions": {
"request_authorizer_single_header" : {
"type" : "apiKey",
"name" : "auth",
// The name of a single header or query parameter as
the identity source.
"in" : "header",
// The location of the single identity source request
parameter. The valid value is "header" or "query"
"x-amazon-apigateway-authtype" : "custom",
"x-amazon-apigateway-authorizer" : {
"type" : "request",
"identitySource" : "method.request.header.auth",
// Request parameter mapping
expression of the identity source. In this example, it is the 'auth' header.
"authorizerCredentials" : "arn:aws:iam::123456789012:role/AWSepIntegTest-CSLambdaRole",
"authorizerUri" : "arn:aws:apigateway:us-east-1:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:APIGateway-Request-Authorizer:vtwo/
invocations",
"authorizerResultTtlInSeconds" : 300
}
}
}

次の OpenAPI セキュリティ定義の例では、1 つのヘッダー (HeaderAuth1) とクエリ文字列パラメータ
(QueryString1) を ID ソースとして使用して、「request」タイプの Lambda オーソライザーを指定しま
す。
"securityDefinitions": {
"request_authorizer_header_query" : {
"type" : "apiKey",
"name" : "Unused",
// Must be "Unused" for multiple identity sources or
non header or query type of request parameters.
"in" : "header",
// Must be "header" for multiple identity sources or
non header or query type of request parameters.
"x-amazon-apigateway-authtype" : "custom",
"x-amazon-apigateway-authorizer" : {
"type" : "request",
"identitySource" : "method.request.header.HeaderAuth1,
method.request.querystring.QueryString1",
// Request parameter mapping expressions of
the identity sources.
"authorizerCredentials" : "arn:aws:iam::123456789012:role/AWSepIntegTest-CSLambdaRole",
"authorizerUri" : "arn:aws:apigateway:us-east-1:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:APIGateway-Request-Authorizer:vtwo/
invocations",
"authorizerResultTtlInSeconds" : 300
}
}
}

次の OpenAPI セキュリティ定義の例では、単一のステージ変数 (stage) を ID ソースとして使用して、
「request」タイプの API Gateway Lambda オーソライザーを指定します。
"securityDefinitions": {
"request_authorizer_single_stagevar" : {
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"type" : "apiKey",
"name" : "Unused",
// Must be "Unused", for multiple identity sources or
non header or query type of request parameters.
"in" : "header",
// Must be "header", for multiple identity sources or
non header or query type of request parameters.
"x-amazon-apigateway-authtype" : "custom",
"x-amazon-apigateway-authorizer" : {
"type" : "request",
"identitySource" : "stageVariables.stage",
// Request parameter mapping
expression of the identity source. In this example, it is the stage variable.
"authorizerCredentials" : "arn:aws:iam::123456789012:role/AWSepIntegTest-CSLambdaRole",
"authorizerUri" : "arn:aws:apigateway:us-east-1:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:APIGateway-Request-Authorizer:vtwo/
invocations",
"authorizerResultTtlInSeconds" : 300
}
}
}

HTTP API の x-amazon-apigateway-authorizer の例
次の OpenAPI 3.0 の例では、Amazon Cognito を ID プロバイダーとして使用し、Authorization ヘッ
ダーを ID ソースとして使用する HTTP API の JWT オーソライザーを作成します。
"securitySchemes": {
"jwt-authorizer-oauth": {
"type": "oauth2",
"x-amazon-apigateway-authorizer": {
"type": "jwt",
"jwtConfiguration": {
"issuer": "https://cognito-idp.region.amazonaws.com/userPoolId",
"audience": [
"audience1",
"audience2"
]
},
"identitySource": "$request.header.Authorization"
}
}
}

次の OpenAPI 3.0 の例では、前の例と同じ JWT オーソライザーを作成します。ただし、この
例では OpenAPI の openIdConnectUrl のプロパティを使用して、発行元を自動的に検出しま
す。openIdConnectUrl は完全な形式になっている必要があります。
"securitySchemes": {
"jwt-authorizer-autofind": {
"type": "openIdConnect",
"openIdConnectUrl": "https://cognito-idp.region.amazonaws.com/userPoolId/.well-known/
openid-configuration",
"x-amazon-apigateway-authorizer": {
"type": "jwt",
"jwtConfiguration": {
"audience": [
"audience1",
"audience2"
]
},
"identitySource": "$request.header.Authorization"
}
}
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}

次の例では、HTTP API の Lambda オーソライザーを作成します。この例のオーソライザーは、ID ソース
として Authorization ヘッダーを使用します。2.0 が enableSimpleResponses に設定されているた
め、オーソライザーは true ペイロード形式バージョンを使用し、ブール値を返します。
"securitySchemes" : {
"lambda-authorizer" : {
"type" : "apiKey",
"name" : "Authorization",
"in" : "header",
"x-amazon-apigateway-authorizer" : {
"type" : "request",
"identitySource" : "$request.header.Authorization",
"authorizerUri" : "arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:function-name/invocations",
"authorizerPayloadFormatVersion" : "2.0",
"authorizerResultTtlInSeconds" : 300,
"enableSimpleResponses" : true
}
}
}

x amazon-apigateway-authtype プロパティ
REST API の場合、この拡張モジュールを使用して Lambda オーソライザーのカスタムタイプを定義でき
ます。この場合、値は自由形式です。たとえば、API は、異なる内部スキームを使用する複数の Lambda
オーソライザーを持つ場合があります。この拡張を使用して、Lambda オーソライザーの内部スキームを
識別できます。
より一般的には、HTTP API と REST API では、同じセキュリティスキームを共有する複数のオペレー
ションにわたって IAM 認証を定義する方法としても使用できます。この場合、awsSigv4の接頭辞が付く
用語と同様、awsは予約語になります。
この拡張機能は、 OpenAPI 2 および OpenAPI 3の apiKey タイプのセキュリティスキームに適用されま
す。

x-amazon-apigateway-authtype の例
次の OpenAPI 3 の例では、REST API または HTTP API の複数のリソースにわたって IAM 認証を定義し
ます。
{

"openapi" : "3.0.1",
"info" : {
"title" : "openapi3",
"version" : "1.0"
},
"paths" : {
"/operation1" : {
"get" : {
"responses" : {
"default" : {
"description" : "Default response"
}
},
"security" : [ {
"sigv4Reference" : [ ]
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} ]
}
},
"/operation2" : {
"get" : {
"responses" : {
"default" : {
"description" : "Default response"
}
},
"security" : [ {
"sigv4Reference" : [ ]
} ]
}
}

}

},
"components" : {
"securitySchemes" : {
"sigv4Reference" : {
"type" : "apiKey",
"name" : "Authorization",
"in" : "header",
"x-amazon-apigateway-authtype": "awsSigv4"
}
}
}

次の OpenAPI 3 の例は、REST API のカスタムスキームを使用して Lambda オーソライザーを定義しま
す。
{

"openapi" : "3.0.1",
"info" : {
"title" : "openapi3 for REST API",
"version" : "1.0"
},
"paths" : {
"/protected-by-lambda-authorizer" : {
"get" : {
"responses" : {
"200" : {
"description" : "Default response"
}
},
"security" : [ {
"myAuthorizer" : [ ]
} ]
}
}
},
"components" : {
"securitySchemes" : {
"myAuthorizer" : {
"type" : "apiKey",
"name" : "Authorization",
"in" : "header",
"x-amazon-apigateway-authorizer" : {
"identitySource" : "method.request.header.Authorization",
"authorizerUri" : "arn:aws:apigateway:us-east-1:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-east-1:account-id:function:function-name/invocations",
"authorizerResultTtlInSeconds" : 300,
"type" : "request",
"enableSimpleResponses" : false
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}

}

}

},
"x-amazon-apigateway-authtype": "Custom scheme with corporate claims"

},
"x-amazon-apigateway-importexport-version" : "1.0"

以下の資料も参照してください。
authorizer.authType

x-amazon-apigateway-binary-media-types のプロパ
ティ
API Gateway がサポートする必要があるバイナリメディアタイプのリストを指定します (application/
octet-stream、image/jpeg など) この拡張子は JSON 配列です。これを OpenAPI ドキュメントの最
上位ベンダー拡張子として含める必要があります。

x-amazon-apigateway-binary-media-types の例
次の例は、API のエンコード検索順序を示しています。
"x-amazon-apigateway-binary-media-types": [ "application/octet", "image/jpeg" ]

x-amazon-apigateway-documentation オブジェクト
API Gateway にインポートするドキュメントパーツを定義します。このオブジェクト
は、DocumentationPart インスタンスの配列を含む JSON オブジェクトです。

プロパティ
プロパティ名

タイプ

説明

documentationParts

Array

エクスポートまたはインポート
する DocumentationPart イン
スタンスの配列。

version

String

エクスポートするドキュメン
トパーツのスナップショットの
バージョン識別子。

x-amazon-apigateway-documentation の例
OpenAPI への API Gateway 拡張の次の例では、API Gateway で API にインポートまたはエクスポートす
る DocumentationParts インスタンスを定義します。
{ ...
"x-amazon-apigateway-documentation": {
"version": "1.0.3",
"documentationParts": [
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{

}

}

]

"location": {
"type": "API"

},
"properties": {
"description": "API description",
"info": {
"description": "API info description 4",
"version": "API info version 3"
}
}
},
{
… // Another DocumentationPart instance
}

x-amazon-apigateway-endpoint-configuration オブ
ジェクト
API のエンドポイント設定の詳細を指定します。この拡張は、OpenAPI Operation オブジェクトの拡張
プロパティです。このオブジェクトは、Swagger 2.0 の最上位ベンダー拡張に存在する必要がありま
す。OpenAPI 3.0 では、サーバーオブジェクトのベンダー拡張の下に存在する必要があります。

プロパティ
プロパティ名

タイプ

説明

disableExecuteApiEndpoint ブール値

vpcEndpointIds

クライアントがデフォルトの
execute-api エンドポイント
を使用して API を呼び出すこ
とができるかどうかを指定しま
す。デフォルトでは、クライア
ントはデフォルトの https://
{api_id}.execute-api.
{region}.amazonaws.com エ
ンドポイントを使用して API を
呼び出すことができます。クラ
イアントがカスタムドメイン名
を使用して API を呼び出すよう
に要求するには、true を指定し
ます。

String の配列

REST API の Route 53 エイリ
アスレコードを作成する対象と
なる VpcEndpoint 識別子のリス
ト。PRIVATE エンドポイントタ
イプの REST API でのみサポー
トされています。

x-amazon-apigateway-endpoint-configuration の例
次の例では、指定された VPC エンドポイントを REST API に関連付けます。
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"x-amazon-apigateway-endpoint-configuration": {
"vpcEndpointIds": ["vpce-0212a4ababd5b8c3e", "vpce-01d622316a7df47f9"]
}

次の例では、API のデフォルトのエンドポイントを無効にします。
"x-amazon-apigateway-endpoint-configuration": {
"disableExecuteApiEndpoint": true
}

x-amazon-apigateway-gateway-responses オブジェ
クト
API のゲートウェイレスポンスを、キーと値のペアの string-to-GatewayResponse マップとして定義しま
す。この拡張機能は、ルートレベルの OpenAPI 構造に適用されます。

プロパティ
プロパティ名

タイプ

説明

responseType

x-amazon-apigateway-gateway指定した responseType の
responses.gatewayResponse (p. 785)
GatewayResponseです。

x-amazon-apigateway-gateway-responses の例
次の OpenAPI に対する API Gateway 拡張例では、2 つの GatewayResponse インスタンス (1 つは
DEFAULT_4XX タイプ用、もう 1 つは INVALID_API_KEY タイプ用) を含む GatewayResponses マップ
を定義しています。
{

}

"x-amazon-apigateway-gateway-responses": {
"DEFAULT_4XX": {
"responseParameters": {
"gatewayresponse.header.Access-Control-Allow-Origin": "'domain.com'"
},
"responseTemplates": {
"application/json": "{\"message\": test 4xx b }"
}
},
"INVALID_API_KEY": {
"statusCode": "429",
"responseTemplates": {
"application/json": "{\"message\": test forbidden }"
}
}
}
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x-amazon-apigateway-gatewayresponses.gatewayResponse オブジェクト
ステータスコード、該当するレスポンスパラメータ、またはレスポンステンプレートを含め、特定のレス
ポンスタイプのゲートウェイレスポンスを定義します。

プロパティ
プロパティ名

タイプ

説明

responseParameters

x-amazon-apigateway-gatewayGatewayResponse パラメータ
responses.responseParameters (p. (ヘッダーパラメータ)
785)
を指定しま
す。パラメータ値は、受信リク
エストパラメータ (p. 361)値また
は静的なカスタム値です。

responseTemplates

x-amazon-apigateway-gatewayゲートウェイレスポンスのマッ
responses.responseTemplates (p. 786)
ピングテンプレートを指定しま
す。テンプレートは、VTL エン
ジンでは処理されません。

statusCode

string

ゲートウェイレスポンスの HTTP
ステータスコードです。

x-amazon-apigateway-gatewayresponses.gatewayResponse の例
次の OpenAPI に対する API Gateway 拡張例では、GatewayResponse を定義し、INVALID_API_KEY レ
スポンスをカスタマイズして、456 のステータスコード、受信リクエストの api-key ヘッダー値、"Bad
api-key" メッセージを返しています。

"INVALID_API_KEY": {
"statusCode": "456",
"responseParameters": {
"gatewayresponse.header.api-key": "method.request.header.api-key"
},
"responseTemplates": {
"application/json": "{\"message\": \"Bad api-key\" }"
}
}

x-amazon-apigateway-gatewayresponses.responseParameters オブジェクト
キーと値のペアの文字列間マップを定義し、ゲートウェイレスポンスパラメータを受信リクエストパラ
メータから生成するか、リテラル文字列を使用して生成します。REST API でのみサポートされます。
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プロパティ
プロパティ名

タイプ

説明

gatewayresponse.paramposition.param-name

string

param-position
は、header、path、querystring
のいずれかです。詳細について
は、「メソッドリクエストデー
タを統合リクエストパラメータ
にマッピングする (p. 361)」を参
照してください。

x-amazon-apigateway-gatewayresponses.responseParameters の例
次の OpenAPI の拡張例では、GatewayResponse レスポンスパラメータマッピング式を使用し
て、*.example.domain ドメインのリソースに対する CORS サポートを有効にします。
"responseParameters": {
"gatewayresponse.header.Access-Control-Allow-Origin": '*.example.domain',
"gatewayresponse.header.from-request-header" : method.request.header.Accept,
"gatewayresponse.header.from-request-path" : method.request.path.petId,
"gatewayresponse.header.from-request-query" : method.request.querystring.qname
}

x-amazon-apigateway-gatewayresponses.responseTemplates オブジェクト
特定のゲートウェイレスポンスの GatewayResponse マッピングテンプレートを、キーと値のペアの
文字列間マップとして定義します。キーと値のペアごとに、キーはコンテンツタイプです。たとえ
ば、「application/json」と値は、単純な変数置換のための文字列化されたマッピングテンプレートで
す。GatewayResponse マッピングテンプレートは、Velocity Template Language (VTL) エンジンでは処
理されません。

プロパティ
プロパティ名

タイプ

説明

content-type

string

ゲートウェイレスポンス本文を
カスタマイズする方法として単
純な変数の置換のみをサポート
する GatewayResponse 本文
マッピングテンプレートです。

x-amazon-apigateway-gatewayresponses.responseTemplates の例
次の OpenAPI 拡張例では、API Gateway により生成されたエラーレスポンスをアプリ固有の形式にカス
タマイズする GatewayResponse マッピングテンプレートを示しています。
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"responseTemplates": {
"application/json": "{ \"message\": $context.error.messageString, \"type\":
$context.error.responseType, \"statusCode\": '488' }
}

次の OpenAPI 拡張例では、API Gateway により生成されたエラーレスポンスを静的なエラーメッセージ
で上書きする GatewayResponse マッピングテンプレートを示しています。
"responseTemplates": {
"application/json": "{ \"message\": 'API-specific errors' }" }
}

x-amazon-apigateway-importexport-version
HTTP API の API Gateway のインポートおよびエクスポートアルゴリズムのバージョンを指定します。現
在、サポートされている値は 1.0 のみです。詳細については、API Gateway バージョン 2 API リファレン
スの「exportVersion」を参照してください。

x-amazon-apigateway-importexport-version の例
以下の例では、インポートおよびエクスポートバージョンを 1.0 に設定します。
{

"openapi": "3.0.1",
"x-amazon-apigateway-importexport-version": "1.0",
"info": { ...

x-amazon-apigateway-integration オブジェクト
このメソッドのために使用するバックエンド統合の詳細を指定します。この拡張は、OpenAPI Operation
オブジェクトの拡張プロパティです。その結果、 API Gateway 統合オブジェクトが作成されます。

プロパティ
プロパティ名

タイプ

説明

cacheKeyParameters

string の配列

値がキャッシュされるリクエス
トパラメーターのリスト。

cacheNamespace

string

キャッシュされた関連パラメー
ターの API 固有のタググルー
プ。

connectionId

string

プライベート統合の VpcLink の
ID。

connectionType

string

統合の接続タイプ。有効な値
は、プライベート統合の場合は
"VPC_LINK"、それ以外の場合
は "INTERNET" です。
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プロパティ名

タイプ

説明

credentials

string

AWS IAM ロールベースの認証
情報については、該当する IAM
ロールの ARN を指定します。
指定しない場合、認証情報はデ
フォルトでリソースベースのア
クセス許可に設定されます。API
がリソースにアクセスできるよ
うにするためには、リソース
ベースのアクセス許可を手動
で追加する必要があります。
詳細については、「リソースポ
リシーを使用してアクセス許可
を付与する」を参照してくださ
い。
注意: IAM 認証情報を使用する
ときは、この API が最適なパ
フォーマンスのためにデプロイ
されているリージョンで AWS
STS リージョンのエンドポイン
トが有効化されていることを確
認してください。

contentHandling

string

リクエストのペイロードエン
コード変換タイプ。有効な値
は、1) バイナリペイロードを
Base64 でエンコードされた文
字列に変換する場合、テキス
トペイロードを utf-8 でエン
コードされた文字列に変換する
場合、変更なしでテキストペイ
ロードをネイティブに渡す場合
の CONVERT_TO_TEXT と、2) テ
キストペイロードを Base64 でデ
コードされた BLOB に変換する
場合、または変更なしでバイナ
リペイロードをネイティブに渡
す場合の CONVERT_TO_BINARY
です。

httpMethod

string

統合リクエストで使用される
HTTP メソッドです。Lambda 関
数の呼び出しでは、値は POST
である必要があります。

integrationSubtype

string

AWS のサービス統合の統合サ
ブタイプを指定します。HTTP
API に対してのみサポートされ
ます。サポートされている統合
サブタイプについては、「the
section called “AWS のサービス
統合のリファレンス” (p. 677)」
を参照してください。
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プロパティ名

タイプ

説明

passthroughBehavior

string

マッピングされていないコン
テンツタイプのリクエストペ
イロードを、変更なしで統合
リクエストに渡す方法を指定
します。サポートされる値は
when_no_templates、when_no_match、nev
です。詳細については、
「Integration.passthroughBehavior」
を参照してください。

payloadFormatVersion

string

統合に送信されるペイロードの
形式を指定します。HTTP API
に必須です。HTTP API の場
合、Lambda プロキシ統合でサ
ポートされている値は 1.0 お
よび 2.0 です。他のすべての
統合では、1.0 が唯一サポー
トされている値です。詳細に
ついては、「the section called
“AWS Lambda の統合” (p. 671)」
と「the section called “AWS
のサービス統合のリファレン
ス” (p. 677)」を参照してくださ
い。

requestParameters

x-amazon-apigatewayintegration.requestParameters オ
ブジェクト (p. 794)

REST API では、メソッドリク
エストパラメータから統合リク
エストパラメータへのマッピン
グを指定します。サポートされ
ているリクエストパラメーター
は、querystring、path、header、
および body です。
HTTP API の場合、リク
エストパラメータは、
指定した AWS_PROXY と
integrationSubtype の統
合に渡すパラメータを指定す
るキーと値のマップです。静的
値、マップリクエストデータ、
ランタイムに評価されるステー
ジ変数やコンテキスト変数のい
ずれかを指定できます。詳細に
ついては、「the section called
“AWS のサービス統合” (p. 675)」
を参照してください。

requestTemplates

x-amazon-apigatewayintegration.requestTemplates オ
ブジェクト (p. 793)
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プロパティ名

タイプ

説明

responses

x-amazon-apigatewayintegration.responses オブジェク
ト (p. 795)

メソッドのレスポンスを定義
し、統合レスポンスからメソッ
ドレスポンスまで必要なパラ
メーターマッピングまたはペ
イロードマッピングを指定しま
す。

timeoutInMillis

integer

統合タイムアウトは 50 ミリ秒～
29,000 ミリ秒です。

type

string

特定のバックエンドを持つ統合
のタイプ。有効な値は次のとお
りです。
• http または http_proxy
(HTTP バックエンドとの統合
の場合)。
• aws_proxy (AWS Lambda 関
数との統合の場合)。
• aws (AWS Lambda 関
数または AWS のその
他サービス (Amazon
DynamoDB、Amazon Simple
Notification Service、Amazon
Simple Queue Service など) と
統合する場合)。
• mock (バックエンドを呼び出
さずに API Gateway と統合す
る場合)。
統合タイプの詳細については、
「integration:type」を参照してく
ださい。

tlsConfig

the section called “xamazon-apigatewayintegration.tlsConfig” (p. 799)

統合の TLS 設定を指定します。

uri

string

バックエンドのエンドポイン
ト URI。aws タイプの統合の
場合、この URI は ARN 値で
す。HTTP 統合の場合、この URI
は、https または http スキー
ムを含む HTTP エンドポイント
の URL です。

x-amazon-apigateway-integration の例
HTTP API の場合、OpenAPI 定義のコンポーネントセクションで統合を定義できます。詳細については、
「x-amazon-apigateway-integrations オブジェクト (p. 792)」を参照してください。
"x-amazon-apigateway-integration": {
"$ref": "#/components/x-amazon-apigateway-integrations/integration1"
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}

次の例では、Lambda 関数との統合を作成します。デモンストレーションの目的で、以下の例
の requestTemplates および responseTemplates のサンプルマッピングテンプレート
は、{ "name":"value_1", "key":"value_2", "redirect": {"url" :"..."} } の JSON
出力または { "stage":"value_1", "user-id":"value_2" } の XML 出力を生成するため
に、<stage>value_1</stage> という JSON 形式のペイロードに適用されるものとします。

"x-amazon-apigateway-integration" : {
"type" : "aws",
"uri" : "arn:aws:apigateway:us-east-1:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-east-1:012345678901:function:HelloWorld/invocations",
"httpMethod" : "POST",
"credentials" : "arn:aws:iam::012345678901:role/apigateway-invoke-lambda-exec-role",
"requestTemplates" : {
"application/json" : "#set ($root=$input.path('$')) { \"stage\":
\"$root.name\", \"user-id\": \"$root.key\" }",
"application/xml" : "#set ($root=$input.path('$')) <stage>$root.name</
stage> "
},
"requestParameters" : {
"integration.request.path.stage" : "method.request.querystring.version",
"integration.request.querystring.provider" : "method.request.querystring.vendor"
},
"cacheNamespace" : "cache namespace",
"cacheKeyParameters" : [],
"responses" : {
"2\\d{2}" : {
"statusCode" : "200",
"responseParameters" : {
"method.response.header.requestId" : "integration.response.header.cid"
},
"responseTemplates" : {
"application/json" : "#set ($root=$input.path('$')) { \"stage\":
\"$root.name\", \"user-id\": \"$root.key\" }",
"application/xml" : "#set ($root=$input.path('$')) <stage>$root.name</
stage> "
}
},
"302" : {
"statusCode" : "302",
"responseParameters" : {
"method.response.header.Location" :
"integration.response.body.redirect.url"
}
},
"default" : {
"statusCode" : "400",
"responseParameters" : {
"method.response.header.test-method-response-header" : "'static value'"
}
}
}
}

マッピングテンプレートの JSON 文字列の二重引用符「"」は、エスケープ文字を付けて「\"」とする必要
があります。
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x-amazon-apigateway-integrations オブジェクト
統合のコレクションを定義します。OpenAPI 定義のコンポーネントセクションで統合を定義し、統合を複
数のルートに再利用できます。HTTP API に対してのみサポートされます。

プロパティ
プロパティ名

タイプ

説明

##

x-amazon-apigateway-integration
オブジェクト (p. 787)

統合オブジェクトのコレクショ
ン。

x-amazon-apigateway-integrations の例
次の例では、2 つの統合を定義する HTTP API を作成し、$ref": "#/components/x-amazonapigateway-integrations/integration-name を使用して統合を参照します。
{

"openapi": "3.0.1",
"info":
{
"title": "Integrations",
"description": "An API that reuses integrations",
"version": "1.0"
},
"servers": [
{
"url": "https://example.com/{basePath}",
"description": "The production API server",
"variables":
{
"basePath":
{
"default": "example/path"
}
}
}],
"paths":
{
"/":
{
"get":
{
"x-amazon-apigateway-integration":
{
"$ref": "#/components/x-amazon-apigateway-integrations/integration1"
}

}

},
"/pets":
{
"get":
{
"x-amazon-apigateway-integration":
{
"$ref": "#/components/x-amazon-apigateway-integrations/integration1"
}

}
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},
"/checkout":
{
"get":
{
"x-amazon-apigateway-integration":
{
"$ref": "#/components/x-amazon-apigateway-integrations/integration2"
}
}
}

},
"components": {
"x-amazon-apigateway-integrations":
{
"integration1":
{
"type": "aws_proxy",
"httpMethod": "POST",
"uri": "arn:aws:apigateway:us-east-2:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function/invocations",
"passthroughBehavior": "when_no_templates",
"payloadFormatVersion": "1.0"
},
"integration2":
{
"type": "aws_proxy",
"httpMethod": "POST",
"uri": "arn:aws:apigateway:us-east-2:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:example-function/invocations",
"passthroughBehavior": "when_no_templates",
"payloadFormatVersion" : "1.0"
}
}
}
}

x-amazon-apigateway-integration.requestTemplates
オブジェクト
指定された MIME タイプのリクエストペイロード用のマッピングテンプレートを指定します。

プロパティ
プロパティ名

タイプ

説明

MIME type

string

MIME タイプの例の 1 つが
application/json です。マッ
ピングテンプレート作成の詳細
については、「マッピングテン
プレート (p. 335)」を参照してく
ださい。
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x-amazon-apigateway-integration.requestTemplates
の例
次の例では、application/json および application/xml の MIME タイプのリクエストペイロード用
のマッピングテンプレートが設定されています。
"requestTemplates" : {
"application/json" : "#set ($root=$input.path('$')) { \"stage\": \"$root.name\",
\"user-id\": \"$root.key\" }",
"application/xml" : "#set ($root=$input.path('$')) <stage>$root.name</stage> "
}

x-amazon-apigatewayintegration.requestParameters オブジェクト
REST API では、名前付きメソッドリクエストパラメータから統合リクエストパラメータへのマッピング
を指定します。メソッドリクエストパラメーターは、参照される前に定義済みである必要があります。
REST API では、指定した AWS_PROXY を使用して、integrationSubtype 統合に渡すパラメータを指
定します。

プロパティ
プロパティ名

タイプ

説明

integration.request.<param-string
type>.<param-name>

REST API では、値は
通常、事前に定義され
たmethod.request.<paramtype>.<param-name>
形式のメソッドリクエス
トパラメータです (ここ
で、<param-type> は
querystring、path、header、
または body です)。ただ
し、$context.VARIABLE_NAME、$stageVar
および STATIC_VALUE も有効
です。body パラメーターの場
合、<param-name> は $. プレ
フィックスなしの JSON パス式
です。

parameter

HTTP API の場合、リク
エストパラメータは、
指定した AWS_PROXY と
integrationSubtype の統
合に渡すパラメータを指定す
るキーと値のマップです。静的
値、マップリクエストデータ、
ランタイムに評価されるステー
ジ変数やコンテキスト変数のい
ずれかを指定できます。詳細に

string
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プロパティ名

タイプ

説明
ついては、「the section called
“AWS のサービス統合” (p. 675)」
を参照してください。

x-amazon-apigatewayintegration.requestParameters の例
次のリクエストパラメータのマッピングの例では、メソッドリクエストのクエリ (version)、ヘッダー
(x-user-id)、パス (service) の各パラメータが、統合リクエストのクエリ (stage)、ヘッダー (xuserid)、パス (op) の各パラメータにそれぞれ変換されています。

Note
OpenAPI または AWS CloudFormation を介してリソースを作成している場合は、静的な値は一重
引用符で囲む必要があります。
コンソールからこの値を追加するには、引用符なしでボックスに application/json と入力し
ます。
"requestParameters" : {
"integration.request.querystring.stage" : "method.request.querystring.version",
"integration.request.header.x-userid" : "method.request.header.x-user-id",
"integration.request.path.op" : "method.request.path.service"
},

x-amazon-apigateway-integration.responses オブ
ジェクト
メソッドのレスポンスを定義し、統合レスポンスからメソッドレスポンスまでパラメーターマッピングま
たはペイロードマッピングを指定します。

プロパティ
プロパティ名

タイプ

説明

###############

x-amazon-apigatewayintegration.response オブジェク
ト (p. 796)

統合レスポンスとメソッドレス
ポンスの照合に使用される正
規表現、または未設定のすべ
ての応答をキャッチするため
に使用される default のいず
れかです。HTTP 統合の場合、
この正規表現が統合レスポン
スのステータスコードに適用さ
れます。Lambda の呼び出しで
は、Lambda 関数の実行によって
例外がスローされるときに、失
敗レスポンスの本文として AWS
Lambda から返されるエラー情報
オブジェクトの errorMessage
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プロパティ名

タイプ

説明
フィールドに正規表現が適用さ
れます。

Note
##############のプ
ロパティ名は、レスポ
ンスステータスコードま
たはレスポンスステー
タスコードのグループ
を表す正規表現を示し
ています。これは、API
Gateway REST API の
IntegrationResponse リ
ソースのどの識別子にも
対応していません。

x-amazon-apigatewayintegration.responses の例
次の例では、2xx から 302 までのレスポンスのリストが示されています。2xx レスポンスの場合、メソッ
ドレスポンスは application/json または application/xml MIME タイプの統合レスポンスのペ
イロードからマッピングされます。このレスポンスでは、指定のマッピングテンプレートが使用されま
す。302 レスポンスの場合、メソッドレスポンスは Location ヘッダーを返します。ヘッダーの値は、統
合レスポンスのペイロードで redirect.url プロパティから派生した値です。
"responses" : {
"2\\d{2}" : {
"statusCode" : "200",
"responseTemplates" : {
"application/json" : "#set ($root=$input.path('$')) { \"stage\": \"$root.name
\", \"user-id\": \"$root.key\" }",
"application/xml" : "#set ($root=$input.path('$')) <stage>$root.name</stage> "
}
},
"302" : {
"statusCode" : "302",
"responseParameters" : {
"method.response.header.Location": "integration.response.body.redirect.url"
}
}
}

x-amazon-apigateway-integration.response オブ
ジェクト
レスポンスを定義し、統合レスポンスからメソッドレスポンスまでパラメーターマッピングまたはペイ
ロードマッピングを指定します。
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プロパティ
プロパティ名

タイプ

説明

statusCode

string

メソッドレスポンスの HTTP ス
テータスコード (例: "200")。
これは、OpenAPI Operation
responses フィールドで一致し
ているレスポンスに対応してい
る必要があります。

responseTemplates

x-amazon-apigatewayintegration.responseTemplates
オブジェクト (p. 798)

レスポンスのペイロード用に
MIME タイプ固有のマッピングテ
ンプレートを指定します。

responseParameters

x-amazon-apigatewayintegration.responseParameters
オブジェクト (p. 798)

レスポンス用にパラメーター
マッピングを指定します。メ
ソッドの header パラメータに
マッピングできるのは、統合レ
スポンスの body パラメータお
よび header パラメータだけで
す。

contentHandling

string

レスポンスのペイロードエン
コード変換タイプ。有効な値
は、1) バイナリペイロードを
Base64 でエンコードされた文
字列に変換する場合、テキス
トペイロードを utf-8 でエン
コードされた文字列に変換する
場合、変更なしでテキストペイ
ロードをネイティブに渡す場合
の CONVERT_TO_TEXT と、2) テ
キストペイロードを Base64 でデ
コードされた BLOB に変換する
場合、または変更なしでバイナ
リペイロードをネイティブに渡
す場合の CONVERT_TO_BINARY
です。

x-amazon-apigateway-integration.response
の例
次の例では、バックエンドから 302 または application/json の MIME タイプのペイロードを派生さ
せるメソッド用の application/xml レスポンスが定義されています。このレスポンスでは、指定のマッ
ピングテンプレートが使用され、メソッドの Location ヘッダーで統合レスポンスからのリダイレクト
URL が返されます。

{

"statusCode" : "302",
"responseTemplates" : {
"application/json" : "#set ($root=$input.path('$')) { \"stage\": \"$root.name\",
\"user-id\": \"$root.key\" }",
"application/xml" : "#set ($root=$input.path('$')) <stage>$root.name</stage> "
},
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}

"responseParameters" : {
"method.response.header.Location": "integration.response.body.redirect.url"
}

x-amazon-apigatewayintegration.responseTemplates オブジェクト
指定された MIME タイプのレスポンスペイロード用のマッピングテンプレートを指定します。

プロパティ
プロパティ名

タイプ

説明

MIME type

string

指定の MIME タイプで統合レス
ポンス本文をメソッドレスポン
ス本文に変換するマッピングテ
ンプレートを指定します。マッ
ピングテンプレート作成の詳細
については、「マッピングテン
プレート (p. 335)」を参照してく
ださい。MIME ###の例の 1 つが
application/json です。

x-amazon-apigateway-integration.responseTemplate
の例
次の例では、application/json および application/xml の MIME タイプのリクエストペイロード用
のマッピングテンプレートが設定されています。

"responseTemplates" : {
"application/json" : "#set ($root=$input.path('$')) { \"stage\": \"$root.name\",
\"user-id\": \"$root.key\" }",
"application/xml" : "#set ($root=$input.path('$')) <stage>$root.name</stage> "
}

x-amazon-apigatewayintegration.responseParameters オブジェクト
統合メソッドレスポンスパラメーターからメソッドレスポンスパラメーターまでマッピングを指定し
ます。header、body、または静的な値を header メソッドレスポンスのタイプにマッピングできま
す。REST API でのみサポートされます。
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プロパティ
プロパティ名

タイプ

説明
名前付きパラメータ値が派生す
るのは、統合レスポンスパラ
メータの header タイプおよび
body タイプからです。

method.response.header.<paramstring
name>

x-amazon-apigatewayintegration.responseParameters の例
次の例では、統合レスポンスの body および header の各パラメーターがメソッドレスポンスの 2 つの
header パラメーターにマッピングされています。

"responseParameters" : {
"method.response.header.Location" : "integration.response.body.redirect.url",
"method.response.header.x-user-id" : "integration.response.header.x-userid"
}

x-amazon-apigateway-integration.tlsConfig オブ
ジェクト
統合の TLS 設定を指定します。

プロパティ
プロパティ名

タイプ

説明

insecureSkipVerification

Boolean

REST API でのみサポートされ
ます。サポートされている認
証機関から統合エンドポイント
の証明書が発行されているかど
うかの検証を API Gateway が
スキップするかどうかを指定
します。これはお勧めしませ
んが、プライベート認証機関
によって署名された証明書、ま
たは自己署名された証明書を使
用できます。有効にした場合で
も、API Gateway は証明書の基
本的な検証を実行します。これ
には、証明書の有効期限、ホス
ト名、ルート認証機関の存在の
確認が含まれます。HTTP および
HTTP_PROXY 統合でのみサポー
トされます。
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プロパティ名

タイプ

説明

Warning
insecureSkipVerification
の有効化は、特にパ
ブリック HTTPS エ
ンドポイントとの統
合には推奨されませ
ん。insecureSkipVerification
を有効にすると、中間者
(MITM) 攻撃のリスクが
高くなります。
serverNameToVerify

HTTP API プライベート統合での
みサポートされます。サーバー
名を指定すると、API Gateway
ではそれを使用して統合の証
明書のホスト名を検証します。
サーバー名は、Server Name
Indication (SNI) または仮想ホ
スティングをサポートするため
に、TLS ハンドシェイクにも含
まれています。

string

x-amazon-apigateway-integration.tlsConfig examples
以下の OpenAPI3.0 の例では、REST API HTTP プロキシ統合に対して insecureSkipVerification
を有効にしています。
"x-amazon-apigateway-integration": {
"uri": "http://petstore-demo-endpoint.execute-api.com/petstore/pets",
"responses": {
default": {
"statusCode": "200"
}
},
"passthroughBehavior": "when_no_match",
"httpMethod": "ANY",
"tlsConfig" : {
"insecureSkipVerification" : true
}
"type": "http_proxy",
}

以下の OpenAPI 3.0 の例では、REST API プライベート統合に対して serverNameToVerify を指定して
います。
"x-amazon-apigateway-integration" : {
"payloadFormatVersion" : "1.0",
"connectionId" : "abc123",
"type" : "http_proxy",
"httpMethod" : "ANY",
"uri" : "arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:listener/app/my-loadbalancer/50dc6c495c0c9188/0467ef3c8400ae65",
"connectionType" : "VPC_LINK",
"tlsConfig" : {
"serverNameToVerify" : "example.com"
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}

}

x-amazon-apigateway-minimum-compression-size
REST API の最小圧縮サイズを指定します。圧縮を有効にするには、0 ～ 10485760 の整数を指定しま
す。詳細については、「API のペイロードの圧縮を有効にする (p. 506)」を参照してください。

x-amazon-apigateway-minimum-compression-size の
例
次の例では、REST API の最小圧縮サイズ 5242880 バイトを指定します。
"x-amazon-apigateway-minimum-compression-size": 5242880

x-amazon-apigateway-policy
REST API のリソースポリシーを指定します。リソースポリシーの詳細については、「API Gateway リ
ソースポリシーを使用して API へのアクセスを制御する (p. 226)」を参照してください。リソースポリ
シーの例については、「API Gateway リソースポリシーの例 (p. 237)」を参照してください。

x-amazon-apigateway-policy の例
以下の例では、REST API のリソースポリシーを指定しています。リソースポリシーでは、指定された
ソース IP アドレスブロックから API への受信トラフィックを拒否 (ブロック) します。インポート時
に、"execute-api:/*" は現在のリージョン、AWS アカウント ID、現在の REST API ID を使用して
arn:aws:execute-api:region:account-id:api-id/* に変換されます。
"x-amazon-apigateway-policy": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": "*",
"Action": "execute-api:Invoke",
"Resource": [
"execute-api:/*"
]
},
{
"Effect": "Deny",
"Principal": "*",
"Action": "execute-api:Invoke",
"Resource": [
"execute-api:/*"
],
"Condition" : {
"IpAddress": {
"aws:SourceIp": "192.0.2.0/24"
}
}
}
]
}
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x-amazon-apigateway-request-validator プロパティ
request_validator_name マップの x-amazon-apigateway-request-validators オブジェクト (p. 802)
を参照することでリクエストの検証を指定し、リクエストの検証が含まれる API またはメソッドでのリク
エストの検証を有効にします。この拡張の値は、JSON 文字列です。
この拡張は、API レベルまたはメソッドレベルで指定できます。API レベルの検証は、メソッドレベルの
検証によりオーバーライドされなければすべてのメソッドに適用されます。

x-amazon-apigateway-request-validator の
例
次の例では、basic リクエストの検証を parameter-only リクエストに適用すると同時に、POST /
validation リクエストの検証を API レベルで適用します。
OpenAPI 2.0
{

}

"swagger": "2.0",
"x-amazon-apigateway-request-validators" : {
"basic" : {
"validateRequestBody" : true,
"validateRequestParameters" : true
},
"params-only" : {
"validateRequestBody" : false,
"validateRequestParameters" : true
}
},
"x-amazon-apigateway-request-validator" : "basic",
"paths": {
"/validation": {
"post": {
"x-amazon-apigateway-request-validator" : "params-only",
...
}

x-amazon-apigateway-request-validators オブジェ
クト
リクエストの検証が含まれる API のサポートされるリクエストの検証を、検証名と関連するリクエスト検
証ルールの間のマップとして定義します。この拡張は、REST API に適用されます。

プロパティ
プロパティ名

タイプ

説明

request_validator_name

x-amazon-apigateway-requestvalidators.requestValidator オブ
ジェクト (p. 803)

指定された検証で構成される検
証ルールを指定します。例:
"basic" : {
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プロパティ名

タイプ

説明
"validateRequestBody" :
true,
"validateRequestParameters" :
true
},

特定のメソッドにこの検証を適
用するには、basic プロパティ
の値として検証名 (x-amazonapigateway-request-validator プ
ロパティ (p. 802)) を参照して
ください。

x-amazon-apigateway-request-validators の
例
次の例は、検証名と関連するリクエスト検証ルールの間のマップとして定義された、API のリクエストの
検証のセットを示しています。
OpenAPI 2.0
{

}

"swagger": "2.0",
...
"x-amazon-apigateway-request-validators" : {
"basic" : {
"validateRequestBody" : true,
"validateRequestParameters" : true
},
"params-only" : {
"validateRequestBody" : false,
"validateRequestParameters" : true
}
},
...

x-amazon-apigateway-requestvalidators.requestValidator オブジェクト
リクエストの検証の検証ルールを x-amazon-apigateway-request-validators オブジェクト (p. 802) マップ
定義の一部として指定します。

プロパティ
プロパティ名

タイプ

説明

validateRequestBody

Boolean

リクエストボディを検証するか
(true) しないか (false) を指定
します。
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プロパティ名

タイプ

説明

validateRequestParameters Boolean

必須のリクエストパラメータ
を検証するか (true) しないか
(false) を指定します。

x-amazon-apigateway-requestvalidators.requestValidator の例
次の例は、パラメーターのみのリクエストの検証を示しています。
"params-only": {
"validateRequestBody" : false,
"validateRequestParameters" : true
}

x-amazon-apigateway-tag-value プロパティ
HTTP API の AWS タグの値を指定します。x-amazon-apigateway-tag-value プロパティを、ルート
レベルの OpenAPI タグオブジェクトの一部として使用して、HTTP API の AWS タグを指定できます。xamazon-apigateway-tag-value プロパティを指定せずにタグ名を指定すると、API Gateway は値とし
て空の文字列を持つタグを作成します。
タグ付けの詳細については、「API Gateway リソースのタグ付け (p. 834)」を参照してください。

プロパティ
プロパティ名

タイプ

説明

name

String

タグキーを指定します。

x-amazon-apigateway-tagvalue

String

タグ値を指定します。

x-amazon-apigateway-tag-value の例
次の例では、HTTP API に 2 つのタグを指定します。
• "Owner": "Admin"
• "Prod": ""

"tags": [
{
"name": "Owner",
"x-amazon-apigateway-tag-value": "Admin"
},
{
"name": "Prod"
}
]
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Amazon API Gateway のセキュリ
ティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。
セキュリティは、AWS とお客様の間の共有責任です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティと説明しています。
• クラウドのセキュリティ – AWS は、AWS クラウド内で AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を担います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWS コンプ
ライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテス
トおよび検証しています。Amazon API Gateway に適用するコンプライアンスプログラムの詳細につい
ては、コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービスを参照してください。
• クラウド内のセキュリティ – お客様の責任は使用する AWS のサービスによって決まります。また、お
客様は、お客様のデータの機密性、企業の要件、および適用可能な法律および規制などの他の要因につ
いても責任を担います。
このドキュメントは、API Gateway を使用する際の責任共有モデルの適用方法を理解するのに役立ちま
す。以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するように API Gateway
を設定する方法について説明します。また、API Gateway リソースのモニタリングや保護に役立つ他の
AWS のサービスの使用方法についても説明します。
詳細については、「Amazon API Gateway のセキュリティの概要」をご参照ください。
トピック
• Amazon API Gateway におけるデータ保護 (p. 805)
• Amazon API Gateway の Identity and Access Management (p. 807)
• Amazon API Gateway でのログ記録とモニタリング (p. 826)
• Amazon API Gateway のコンプライアンスの検証 (p. 831)
• Amazon API Gateway の耐障害性 (p. 832)
• Amazon API Gateway のインフラストラクチャセキュリティ (p. 832)
• Amazon API Gateway の脆弱性分析 (p. 832)
• Amazon API Gateway のセキュリティのベストプラクティス (p. 833)

Amazon API Gateway におけるデータ保護
AWS の責任共有モデルは、Amazon API Gateway で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。ご利用者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 のセキュリティ設定と管理タ
スクが含まれます。データプライバシーの詳細については、データプライバシーのよくある質問を参照し
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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 Identity and Access
Management(IAM)を使用して個々のユーザーアカウント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、以下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 以降が推奨されています。
• 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暗号化ソリューションをAWSサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使用し
ます。
• Amazon Macieなどのアドバンストマネージドセキュリティサービスを使用します。これは、Amazon
S3に保存されている個人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の検証
を受けた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、[Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2] (連邦情報処理規
格 (FIPS) 140-2) を参照してください。
顧客のメールアドレスなどの機密または注意を要する情報は、タグや[名前] フィールドなど自由形式の
フィールドに配置しないことを強くお勧めします。これには、コンソール、API、AWS CLI、または AWS
SDK を使用して API Gateway や AWS のその他サービスを使用する場合も含まれます。名前に使用するタ
グまたは自由形式のフィールドに入力したデータは、請求ログまたは診断ログに使用できます。外部サー
バーへの URL を提供する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するための認証情報を URL に含め
ないように強くお勧めします。q

Amazon API Gateway でのデータ暗号化
データ保護とは、(API Gateway との間を) 転送中の、および (AWS に) 保存されているデータを保護する
ことです。

Amazon API Gateway で保管時のデータ暗号化
REST API のキャッシュを有効にする場合は、キャッシュ暗号化を有効にすることができます。詳細につ
いては、「API キャッシュを有効にして応答性を強化する (p. 500)」を参照してください。
データ保護の詳細については、AWS セキュリティブログのブログ投稿「AWS の責任共有モデルと
GDPR」を参照してください。

Amazon API Gateway で転送中のデータ暗号化
Amazon API Gateway で作成された API は、HTTPS エンドポイントのみ公開します。API Gateway は非
暗号化 (HTTP) エンドポイントをサポートしません。
セキュリティを強化するために、API Gateway カスタムドメインに適用する最小バージョンの Transport
Layer Security (TLS) プロトコルを選択できます。TLS バージョン 1.2 または TLS バージョン 1.0 の
セキュリティポリシーを選択できます。WebSocket API および HTTP API は TLS 1.2 のみをサポート
します。詳細については、「API Gateway におけるカスタムドメインの TLS の最小バージョンの選
択 (p. 483)」を参照してください。
また、アカウントで独自 SSL 証明書を使用して Amazon CloudFront ディストリビューションを設定し、
リージョン API で使用することもできます。セキュリティとコンプライアンスの要件に基づいて、TLS
1.1 以降の CloudFront ディストリビューションにセキュリティポリシーを設定できます。
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データ保護の詳細については、「REST API の保護 (p. 596)」と AWS セキュリティブログの「The AWS
Shared Responsibility Model and GDPR」を参照してください。

インターネットトラフィックのプライバシー
Amazon API Gateway を使用すると、Amazon Virtual Private Cloud (VPC) からのみアクセスできるプライ
ベート REST API を作成できます。VPC は、インターフェイス VPC エンドポイントを使用します。これ
は、VPC 内に作成するエンドポイントネットワークインターフェイスです。 リソースポリシー (p. 635)を
使用して、選択した VPC および VPC エンドポイント (複数の AWS アカウント含む) から API へのアク
セスを許可または拒否できます。各エンドポイントを使用して複数のプライベート API にアクセスできま
す。AWS Direct Connect を使用してオンプレミスネットワークから Amazon VPC への接続を確立し、そ
の接続経由でプライベート API にアクセスすることも可能です。いずれの場合も、プライベート API へ
のトラフィックは安全な接続を使用し、Amazon のネットワークの外には出ません。パブリックインター
ネットからは隔離されています。詳細については、「the section called “プライベート API” (p. 630)」を参
照してください。

Amazon API Gateway 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 API Gateway リ
ソースの使用を承認する (アクセス許可を付与する) 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。
トピック
• 対象者 (p. 807)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 808)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 810)
• Amazon API Gateway と IAM の連携方法 (p. 811)
• Amazon API Gateway のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 815)
• Amazon API Gateway のリソースベースのポリシーの例 (p. 821)
• Amazon API Gateway の ID とアクセスのトラブルシューティング (p. 821)
• API Gateway でのサービスリンクロールの使用 (p. 823)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の使用方法は、API Gateway で行う作業によって異なりま
す。
サービスユーザー – API Gateway サービスを使用してジョブを実行する場合は、必要なアクセス許可と認
証情報を管理者が用意します。使用する API Gateway 機能が増えると、追加のアクセス許可が必要になる
ことがあります。アクセスの管理方法を理解すると、管理者から適切なアクセス許可をリクエストするの
に役に立ちます。API Gateway の機能にアクセスできない場合は、「Amazon API Gateway の ID とアク
セスのトラブルシューティング (p. 821)」を参照してください。
サービス管理者 – 社内の API Gateway リソースを担当している場合は、おそらく API Gateway 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 API Gateway 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 API
Gateway を使用して IAM を利用する方法の詳細については、「Amazon API Gateway と IAM の連携方
法 (p. 811)」を参照してください。
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IAM 管理者 - 管理者は、 API Gateway 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 API Gateway 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、「Amazon API Gateway のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 815)」を参照してください。

アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。AWS Management
Console を使用したサインインの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーまたはルー
トユーザーとして AWS Management Console にサインインする」を参照してください。
ユーザーは AWS のルートユーザーもしくは IAM 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、認証を受ける (AWS アカウント にサインインする) 必要があります。会社のシングルサインオン
認証を使用したり、Google や Facebook を使用したりしてサインインすることもできます。このような場
合、管理者が事前に IAM ロールを使用して ID フェデレーションを設定している必要があります。他の会
社の認証情報を使用して AWS にアクセスした場合、ロールは間接的に割り当てられています。
AWS Management Console に直接サインインするには、パスワードとルートユーザーの E メールまたは
IAM ユーザー名を使用します。ルートユーザーまたは IAM ユーザーのアクセスキーを使用して AWS にプ
ログラムからアクセスできます。AWS では、ユーザーの認証情報を使用してリクエストに暗号的に署名
するための SDK とコマンドラインツールが提供されます。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。これには、インバウンド API リクエストを認証するためのプロトコル
である署名バージョン 4 を使用します。リクエストの認証の詳細については、「AWS 全般のリファレン
ス」の「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参照してください。
使用する認証方法を問わず、追加のセキュリティ情報の提供を要求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、「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 全
般のリファレンスの「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。

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
持つ 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
ユーザーの長期的な認証情報を必要とする特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをローテー
ションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要とす
るユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。
IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。
ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
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「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。
IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。
• フェデレーションユーザーアクセス – フェデレーション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。フェデレーション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ロールの詳細については、IAM ユーザーガイドの「サードパーティー ID プロバイ
ダー用のロールの作成」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に、IAM アイデ
ンティティセンターは許可セットを 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みなされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションが
トリガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。ア
クションがポリシーで追加の依存アクションを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 API Gateway 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 IAM アカウント内に表示され、サービスに
よって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編集
することはできません。
• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
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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 [principal] (プリンシパル) がどの [resources] (リソース) に対してどのような [conditions] (条件) 下で
[actions] (アクション) を実行できるかということです。
すべての IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) は、許可のない状態からスタートします。デフォル
トでは、ユーザーは何もできず、自分のパスワードを変更することすらできません。何かを実行する許可
をユーザーに付与するには、管理者がユーザーに許可ポリシーを添付する必要があります。また、管理者
は、必要な許可があるグループにユーザーを追加できます。管理者がグループに許可を付与すると、その
グループ内のすべてのユーザーにこれらの許可が付与されます。
IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。
アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。
リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。
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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。
• 許可の境界 - 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。エンティティに許可の境界を
設定できます。結果として許可される範囲は、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
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、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。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、お客様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 ではメ
ンバーアカウントのエンティティ (各 AWS アカウント ルートユーザーなど) に対する許可が制限されま
す。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与するときに、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 API Gateway と IAM の連携方法
IAM を使用して API Gateway へのアクセスを管理する前に、API Gateway 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。API Gateway およびその他の AWS のサービスが IAM と連携する方法の
概要を把握するには、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。
トピック
• API Gateway のアイデンティティベースのポリシー (p. 812)
• API Gateway リソースベースのポリシー (p. 814)
• API Gateway タグに基づく認証 (p. 814)
• API Gateway IAM ロール (p. 814)
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API Gateway のアイデンティティベースのポリシー
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、およびアク
ションを許可または拒否する条件を指定できます。API Gateway は、特定のアクション、リソース、およ
び条件キーをサポートしています。API Gateway 固有のアクション、リソース、条件キーの詳細について
は、「Amazon API Gateway Management のアクション、リソース、および条件キー」および「Amazon
API Gateway Management V2 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。JSON
ポリシーで使用するすべての要素については、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。
次の例は、ユーザーがプライベート REST API だけを作成または更新できるようにする ID ベースのポリ
シーを示しています。その他の例については、「the section called “アイデンティティベースのポリシーの
例” (p. 815)」を参照してください。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ScopeToPrivateApis",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"apigateway:PATCH",
"apigateway:POST",
"apigateway:PUT"
],
"Resource": [
"arn:aws:apigateway:us-east-1::/restapis",
"arn:aws:apigateway:us-east-1::/restapis/??????????"
],
"Condition": {
"ForAllValues:StringEqualsIfExists": {
"apigateway:Request/EndpointType": "PRIVATE",
"apigateway:Resource/EndpointType": "PRIVATE"
}
}
},
{
"Sid": "AllowResourcePolicyUpdates",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"apigateway:UpdateRestApiPolicy"
],
"Resource": [
"arn:aws:apigateway:us-east-1::/restapis/*"
]
}
]

アクション
JSON ポリシーの Action 要素は、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
ションを記述します。
API Gateway のポリシーアクションでは、アクションの前にプレフィックス apigateway: を使用しま
す。ポリシーステートメントには、Action または NotAction エレメントを含める必要があります。API
Gateway は、このサービスで実行できるタスクを記述する独自のアクションのセットを定義します。
API が管理する Action 式の形式は apigateway:action であり、ここで action
は、GET、POST、PUT、DELETE、PATCH (リソースの更新用)、または * (これまでのアクションすべて)
の API Gateway アクションのいずれかになります。
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Action 式のいくつかの例は以下の通りです。
• apigateway:*すべての API Gateway アクションについては 。
• apigateway:GETAPI Gateway の GET アクションのみについては 。
単一のステートメントに複数のアクションを指定するには、次のようにコンマで区切ります。
"Action": [
"apigateway:action1",
"apigateway:action2"

特定の API Gateway オペレーションに使用する HTTP 動詞については、「 Amazon API Gateway Version
1 API Reference (REST API ) 」および「 Amazon API Gateway Version 2 API Reference (WebSocket API
および HTTP API) 」を参照してください。
詳細については、「the section called “アイデンティティベースのポリシーの例” (p. 815)」を参照してく
ださい。

リソース
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。
Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。
操作のリスト化など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、ワイルドカード (*) を
使用して、ステートメントがすべてのリソースに適用されることを示します。
"Resource": "*"

API Gateway リソースには、次の ARN 形式があります。
arn:aws:apigateway:region::resource-path-specifier

たとえば、ステートメントの認証者など、ID api-id とそのサブリソースで REST API を指定するに
は、次の ARN を使用します。
"Resource": "arn:aws:apigateway:us-east-2::/restapis/api-id/*"

特定のアカウントに属するすべての REST API やサブリソースを指定するには、ワイルドカード (*) を使
用します。
"Resource": "arn:aws:apigateway:us-east-2::/restapis/*"

API Gateway リソースタイプとそれらの ARN の一覧については、「API Gateway Amazon リソースネー
ム (ARN) リファレンス (p. 766)」を参照してください。

条件キー
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。

813

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
Amazon API Gateway と IAM の連携方法

Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。
1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数
のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。単一の条件キーに複
数の値を指定する場合、AWS では OR 論理演算子を使用して条件を評価します。ステートメントの許可が
付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。
条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名が
タグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる許可を付与することができます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ」を参照してください。
AWS はグローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートしています。すべての AWS グローバル
条件キーを確認するには、IAM ユーザーガイドの「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照してく
ださい。
API Gateway は独自の条件キーを定義し、一部のグローバル条件キーの使用もサポートしています。API
Gateway の条件キーの一覧については、IAM ユーザーガイドの「Amazon API Gateway の条件キー」を参
照してください。どのアクションおよびリソースと条件キーを使用できるかについては、「Amazon API
Gateway Management V2 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。
属性ベースのアクセスコントロールなど、タグ付けの詳細については、タグ付け (p. 834) を参照してく
ださい。

例
API Gateway アイデンティティベースのポリシーの例については、「Amazon API Gateway のアイデン
ティティベースのポリシーの例 (p. 815)」を参照してください。

API Gateway リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーとは、 API Gateway リソース上で指定するプリンシパルとしてのどのアクショ
ンをどの条件で実行できるかを指定する JSON ポリシードキュメントです。API Gateway は、REST API
のリソースベースのアクセス許可ポリシーをサポートします。リソースポリシーを使用して、REST API
を呼び出すことができるユーザーを管理します。詳細については、「the section called “API Gateway リ
ソースポリシーの使用” (p. 226)」を参照してください。

例
API Gateway リソースベースのポリシーの例については、「API Gateway リソースポリシーの
例 (p. 237)」を参照してください。

API Gateway タグに基づく認証
API Gateway リソースにタグをアタッチしたり、リクエスト内のタグを API Gateway に渡し
たりできます。タグに基づいてアクセスを制御するには、apigateway:ResourceTag/keyname、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。API Gateway リソースのタグ付けの詳細については、「the section called “属
性ベースのアクセスコントロール” (p. 836)」を参照してください。
リソースのタグに基づいてリソースへのアクセスを制限するためのアイデンティティベースのポリシーの
例については、「タグを使用して API Gateway リソースへのアクセスをコントロールする (p. 836)」を
参照してください。

API Gateway IAM ロール
IAM ロールは AWS アカウント内のエンティティで、特定の許可を持っています。
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API Gateway での一時的な認証情報の使用
一時的な認証情報を使用して、フェデレーションでサインイン、IAM ロールを引き受ける、または
クロスアカウントロールを引き受けることができます。一時的なセキュリティ認証情報を取得するに
は、AssumeRole または GetFederationToken などの AWS STS API オペレーションを呼び出します。
API Gateway では、一時認証情報の使用をサポートしています。

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 サービスが他のサービスのリソースにアクセスして自動的にア
クションを完了することを許可します。サービスにリンクされたロールは IAM アカウント内に表示され、
サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの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。
API Gateway は、サービスリンクロールをサポートします。API Gateway サービスにリンクされたロール
の作成または管理の詳細については、「API Gateway でのサービスリンクロールの使用 (p. 823)」を参
照してください。

サービスロール
サービスは、ユーザーに代わってサービスロールを引き受けることができます。このサービスロールに
より、サービスはユーザーに代わって他のサービスのリソースにアクセスし、アクションを完了できま
す。サービスロールロールは、 IAM アカウントに表示され、アカウントによって所有されます。そのた
め、IAM 管理者はこのロールのアクセス権限を変更できます。ただし、これを行うことにより、サービス
の機能が損なわれる場合があります。
API Gateway は、サービスロールをサポートします。

Amazon API Gateway のアイデンティティベースのポ
リシーの例
デフォルトでは、IAM ユーザーとロールには API Gateway リソースを作成または変更するためのアクセス
許可はありません。AWS Management Console、AWS CLI、または AWS SDK 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、ユーザーとロールに必要な、指定されたリソースで特定の API オ
ペレーションを実行するアクセス許可をユーザーとロールに付与する IAM ポリシーを作成する必要があり
ます。続いて、管理者はそれらのアクセス許可が必要な IAM ユーザーまたはグループにそのポリシーをア
タッチします。
IAM ポリシーの作成方法の詳細については、 IAM ユーザーガイド の 「[JSON] タブでのポリシーの作成
」を参照してください。API Gateway 固有のアクション、リソース、条件の詳細については、「Amazon
API Gateway Management のアクション、リソース、および条件キー」および「Amazon API Gateway
Management V2 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. 816)
• ユーザーが自分の許可を表示できるようにする (p. 816)
• シンプルな読み取りアクセス許可 (p. 817)
• REQUEST または JWT オーライザだけを作成する (p. 817)
• デフォルトの execute-api エンドポイントが無効になっていることを要求する (p. 818)
• ユーザーにプライベート REST API の作成または更新のみを許可する (p. 819)
• API ルートに認証を要求する (p. 819)
• ユーザーが VPC リンクを作成または更新することを防止する (p. 820)
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ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、あるユーザーがアカウント内で API Gateway 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 User Guide] (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 – アカウントで IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナリオ
がある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び出さ
れるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM ユー
ザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。
IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベ
ストプラクティス」を参照してください。

ユーザーが自分の許可を表示できるようにする
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}"]
},
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{

}

]

}

"Sid": "NavigateInConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetPolicy",
"iam:ListAttachedGroupPolicies",
"iam:ListGroupPolicies",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:ListPolicies",
"iam:ListUsers"
],
"Resource": "*"

シンプルな読み取りアクセス許可
このポリシーの例は、AWS リージョン us-east-1 の a123456789 の識別子を使用して、HTTP または
WebSocket API のすべてのリソースに関する情報を取得する許可をユーザーに付与します。リソース
arn:aws:apigateway:us-east-1::/apis/a123456789/* には、認証者やデプロイなど、API のす
べてのサブリソースが含まれます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"apigateway:GET"
],
"Resource": [
"arn:aws:apigateway:us-east-1::/apis/a123456789/*"
]
}
]

REQUEST または JWT オーライザだけを作成する
このポリシーの例を参考にすれば、ユーザーが インポートを含む、REQUEST または JWT
オーソリザーだけを使用して API を作成できます。ポリシーの Resource セクションによる
と、arn:aws:apigateway:us-east-1::/apis/?????????? では、リソースは最大10 文字にする必
要があります。これはAPI のサブリソースでは除外されます。この例では、ForAllValues セクションの
Condition を使用します。これは、ユーザーが API をインポートすることで複数のオーソリザーを一度
に作成できるためです。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "OnlyAllowSomeAuthorizerTypes",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"apigateway:PUT",
"apigateway:POST",
"apigateway:PATCH"
],
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}

]

}

"Resource": [
"arn:aws:apigateway:us-east-1::/apis",
"arn:aws:apigateway:us-east-1::/apis/??????????",
"arn:aws:apigateway:us-east-1::/apis/*/authorizers",
"arn:aws:apigateway:us-east-1::/apis/*/authorizers/*"
],
"Condition": {
"ForAllValues:StringEqualsIfExists": {
"apigateway:Request/AuthorizerType": [
"REQUEST",
"JWT"
]
}
}

デフォルトの execute-api エンドポイントが無効になっている
ことを要求する
このポリシーの例は、DisableExecuteApiEndpoint が trueの場合に、ユーザーが API を作成、更
新、またはインポートすることを示してます。DisableExecuteApiEndpoint が true の場合は、クラ
イアントは API を呼び出すために、デフォルトの execute-api エンドポイントを使用できません。
BoolIfExists の条件を使用して、 DisableExecuteApiEndpoint 条件キーが入力されな
い API を更新する呼び出しを処理します。ユーザーが API を作成またはインポートしようとする
と、DisableExecuteApiEndpoint 条件キーは常に入力されます。
apis/*リソースはオーソリザーやメソッドなどのサブリソースもキャプチャするため、明示的に Deny ス
テートメントを使用して API だけを範囲とします。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DisableExecuteApiEndpoint",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"apigateway:PATCH",
"apigateway:POST",
"apigateway:PUT"
],
"Resource": [
"arn:aws:apigateway:us-east-1::/apis",
"arn:aws:apigateway:us-east-1::/apis/*"
],
"Condition": {
"BoolIfExists": {
"apigateway:Request/DisableExecuteApiEndpoint": true
}
}
},
{
"Sid": "ScopeDownToJustApis",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"apigateway:PATCH",
"apigateway:POST",
"apigateway:PUT"
],
"Resource": [
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}

]

}

]

"arn:aws:apigateway:us-east-1::/apis/*/*"

ユーザーにプライベート REST API の作成または更新のみを許可
する
このポリシーの例は、ユーザーが PRIVATE API のみを作成することを必須とし、API を PRIVATE から別
のタイプ (REGIONAL など) に変更する可能性がある更新が行われないように条件キーを使用します。
ForAllValues を使用して、API に追加されるすべての EndpointType が PRIVATE であることを義務
付けています。API に対する更新はいずれも、それが PRIVATE の場合に限り、リソース条件キーを使用
して許可されます。ForAllValues は、条件キーが存在する場合にのみ適用されます。Create オペレー
ションにリソース条件キーは存在しません。Delete オペレーションにリソースキーは存在しません。
非貪欲マッチャー（?）を使用して、API IDと明示的に照合し、オーソリザーなどの非 API リソースを許
可しないようにしています。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ScopeToPrivateApis",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"apigateway:DELETE",
"apigateway:PATCH",
"apigateway:POST",
"apigateway:PUT"
],
"Resource": [
"arn:aws:apigateway:us-east-1::/restapis",
"arn:aws:apigateway:us-east-1::/restapis/??????????"
],
"Condition": {
"ForAllValues:StringEqualsIfExists": {
"apigateway:Request/EndpointType": "PRIVATE",
"apigateway:Resource/EndpointType": "PRIVATE"
}
}
},
{
"Sid": "AllowResourcePolicyUpdates",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"apigateway:UpdateRestApiPolicy"
],
"Resource": [
"arn:aws:apigateway:us-east-1::/restapis/*"
]
}
]

API ルートに認証を要求する
このポリシーにより、ルートに認証がない場合、ルートの作成または更新（インポートを含む）の試行
が失敗します。ルートが作成または更新されていないときなど、キーが存在しないと、ForAnyValue は
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false と評価します。インポートによって複数のルートを作成することができるので、ForAnyValue を使
用します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowUpdatesOnApisAndRoutes",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"apigateway:POST",
"apigateway:PATCH",
"apigateway:PUT"
],
"Resource": [
"arn:aws:apigateway:us-east-1::/apis",
"arn:aws:apigateway:us-east-1::/apis/??????????",
"arn:aws:apigateway:us-east-1::/apis/*/routes",
"arn:aws:apigateway:us-east-1::/apis/*/routes/*"
]
},
{
"Sid": "DenyUnauthorizedRoutes",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"apigateway:POST",
"apigateway:PATCH",
"apigateway:PUT"
],
"Resource": [
"arn:aws:apigateway:us-east-1::/apis",
"arn:aws:apigateway:us-east-1::/apis/*"
],
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEqualsIgnoreCase": {
"apigateway:Request/RouteAuthorizationType": "NONE"
}
}
}
]

ユーザーが VPC リンクを作成または更新することを防止する
このポリシーは、ユーザーが VPC リンクを作成または更新することを防止します。VPC リンクを使用す
ると、Amazon VPC 内のリソースを VPC 外のクライアントに公開できます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DenyVPCLink",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"apigateway:POST",
"apigateway:PUT",
"apigateway:PATCH"
],
"Resource": [
"arn:aws:apigateway:us-east-1::/vpclinks",
"arn:aws:apigateway:us-east-1::/vpclinks/*"
]
}
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}

]

Amazon API Gateway のリソースベースのポリシーの
例
リソースベースのポリシーの例については、「the section called “API Gateway リソースポリシーの
例” (p. 237)」を参照してください。

Amazon API Gateway の ID とアクセスのトラブル
シューティング
次の情報は、API Gateway 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役立
ちます。
トピック
• API Gateway でアクションを実行する権限がない (p. 821)
• iam:PassRole を実行することが認可されていません (p. 821)
• アクセスキーを表示したい (p. 822)
• 管理者として API Gateway へのアクセスを他のユーザーに許可したい (p. 822)
• AWS アカウント外のユーザーに API Gateway リソースへのアクセスを許可したい (p. 822)

API Gateway でアクションを実行する権限がない
AWS Management Console から、アクションを実行する権限がないと通知された場合、管理者に問い合わ
せ、サポートを依頼する必要があります。お客様のユーザー名とパスワードを発行したのが、担当の管理
者です。
次のエラー例は、mateojackson ユーザーがコンソールを使用して API の詳細を表示する際
に、apigateway:GET アクセス許可を持っていない場合に発生します。
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
apigateway:GET on resource: arn:aws:apigateway:us-east-2::/apis/api-id

この場合、Mateo は管理者に依頼し、apigateway:GET アクションを使用して API リソースにアクセス
できるようにポリシーを更新してもらいます。

iam:PassRole を実行することが認可されていません
iam:PassRole アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して
API Gateway にロールを渡すことができ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、marymajor という IAM ユーザーがコンソールを使用して API Gateway でアクショ
ンを実行しようする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サービス
ロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡す許可がありません。
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole
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この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。
サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

アクセスキーを表示したい
IAM ユーザーアクセスキーを作成した後は、いつでもアクセスキー ID を表示できます。ただし、シーク
レットアクセスキーを再表示することはできません。シークレットアクセスキーを紛失した場合は、新し
いキーペアを作成する必要があります。
アクセスキーは、アクセスキー ID (例: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) とシークレットアクセスキー (例:
wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY) の 2 つの部分から構成されています。ユーザー名
とパスワードと同様に、リクエストを認証するために、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーの両
方を使用する必要があります。ユーザー名とパスワードと同様に、アクセスキーを安全に管理してくださ
い。

Important
正規のユーザー ID を確認するためであっても、アクセスキーをサードパーティーに提供しないで
ください。提供すると、第三者がアカウントへの永続的なアクセスを取得する場合があります。
アクセスキーペアを作成する場合、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーを安全な場所に保存す
るように求めるプロンプトが表示されます。このシークレットアクセスキーは、作成時にのみ使用できま
す。シークレットアクセスキーを紛失した場合、IAM ユーザーに新しいアクセスキーを追加する必要があ
ります。アクセスキーは最大 2 つまで持つことができます。既に 2 つある場合は、新しいキーペアを作成
する前に、いずれかを削除する必要があります。手順を表示するには、IAM ユーザーガイドの「アクセス
キーの管理」を参照してください。

管理者として API Gateway へのアクセスを他のユーザーに許可
したい
API Gateway へのアクセスを他のユーザーに許可するには、アクセスを必要とする人またはアプリケー
ションの IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) を作成する必要があります。ユーザーは、このエン
ティティの認証情報を使用して にアクセスしますAWS 次に、API Gateway の適切なアクセス許可を付与
するポリシーを、そのエンティティにアタッチする必要があります。
すぐに開始するには、IAM ユーザーガイドの「IAM が委任した最初のユーザーおよびグループの作成」を
参照してください。

AWS アカウント外のユーザーに API Gateway 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、リソースへのアクセスに使用できるロールを作成でき
ます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリシーまた
はアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リソースへ
のアクセスを付与できます。
詳細については、以下を参照してください。
• API Gateway 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、「Amazon API Gateway と IAM
の連携方法 (p. 811)」を参照してください。
• 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。
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• 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。

API Gateway でのサービスリンクロールの使用
Amazon API Gateway は、AWS Identity and Access Management (IAM) サービスリンクロールを使用しま
す。サービスにリンクされたロールは、API Gateway に直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールで
す。サービスリンクロールは API Gateway によって事前定義されており、サービスがユーザーに代わって
AWS の他のサービスを呼び出すために必要なすべての許可が含まれています。
サービスにリンクされたロールを使用することで、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がなくなる
ため、API Gateway の設定が簡単になります。API Gateway は、サービスにリンクされたロールのアク
セス許可を定義します。別の指定がない限り、API Gateway のみがそのロールを引き受けることができま
す。定義される許可は、信頼ポリシーと許可ポリシーに含まれており、その許可ポリシーを他の IAM エン
ティティにアタッチすることはできません。
サービスにリンクされたロールを削除するには、まずその関連リソースを削除します。これにより、リ
ソースに対するアクセス許可が誤って削除されることがなくなり、API Gateway リソースは保護されま
す。
サービスリンクロールをサポートする他のサービスについては、「IAM と連携する AWS のサービス」を
参照して、[サービスにリンクされたロール] 列が[Yes] (はい) になっているサービスを探してください。
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、[はい] リンクを選択し
ます。

API Gateway のサービスにリンクされたロールのアクセス許可
API Gateway は、AWSServiceRoleForApigateWay という名前のサービスリンクロールを使用します。API
Gateway は、ユーザーに代わって Elastic Load Balancing、Amazon Kinesis Data Firehose、およびその他
のサービスリソースへのアクセスを許可します。
AWSServiceRoleForAPIGateway サービスリンクロールは、以下のサービスを信頼してロールを引き受け
ます。
• ops.apigateway.amazonaws.com
ロールのアクセス許可ポリシーは、指定したリソースに対して以下のアクションを完了することを API
Gateway に許可します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticloadbalancing:AddListenerCertificates",
"elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates",
"elasticloadbalancing:ModifyListener",
"elasticloadbalancing:DescribeListeners",
"elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
"xray:PutTraceSegments",
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"xray:PutTelemetryRecords",
"xray:GetSamplingTargets",
"xray:GetSamplingRules",
"logs:CreateLogDelivery",
"logs:GetLogDelivery",
"logs:UpdateLogDelivery",
"logs:DeleteLogDelivery",
"logs:ListLogDeliveries",
"servicediscovery:DiscoverInstances"

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

],
"Resource": [
"*"
]

"Effect": "Allow",
"Action": [
"firehose:DescribeDeliveryStream",
"firehose:PutRecord",
"firehose:PutRecordBatch"
],
"Resource": "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/amazon-apigateway-*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"acm:DescribeCertificate",
"acm:GetCertificate"
],
"Resource": "arn:aws:acm:*:*:certificate/*"
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
"Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:CreateTags",
"Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"aws:TagKeys": [
"Owner",
"VpcLinkId"
]
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:AssignPrivateIpAddresses",
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeAvailabilityZones",
"ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
"ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeRouteTables",
"ec2:DescribeSecurityGroups"
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},
{

},
{

}

]

}

],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": "servicediscovery:GetNamespace",
"Resource": "arn:aws:servicediscovery:*:*:namespace/*"
"Effect": "Allow",
"Action": "servicediscovery:GetService",
"Resource": "arn:aws:servicediscovery:*:*:service/*"

サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除を IAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロールな
ど) に許可するには、アクセス許可を設定する必要があります。詳細については、IAM ユーザーガイドの
「サービスにリンクされたロールの許可」を参照してください。

API Gateway のサービスにリンクされたロールの作成
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。AWS Management Console、AWS
CLI、または AWS API で、API、カスタムドメイン名、または VPC リンクを作成すると、API Gateway が
サービスリンクロールを作成します。
このサービスにリンクされたロールを削除した後で再度作成する必要が生じた場合は、同じ方法でアカ
ウントにロールを再作成できます。API、カスタムドメイン名、または VPC リンクを作成すると、API
Gateway によってサービスリンクされたロールが再び作成されます。

API Gateway のサービスにリンクされたロールの編集
API Gateway では、AWSServiceRoleForApigateWay サービスリンクロールを編集することはできませ
ん。サービスリンクロールを作成した後は、さまざまなエンティティがロールを参照する可能性があるこ
とから、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用してロールの説明を編集することは
可能です。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールの編集」を参照して
ください。

API Gateway のサービスにリンクされたロールの削除
サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。そうすることで、使用していないエンティティがアクティブにモニタリングさ
れたり、メンテナンスされたりすることがなくなります。ただし、手動で削除する前に、サービスにリン
クされたロールのリソースをクリーンアップする必要があります。

Note
リソースを削除する際に、API Gateway サービスでそのロールが使用されている場合、削除は失
敗することがあります。失敗した場合は、数分待ってから再度オペレーションを実行してくださ
い。

AWSServiceRoleForApigateWay で使用される API Gateway リソースを削除するには
1.

API Gateway (https://console.aws.amazon.com/apigateway) コンソールを開きます。

2.

サービスにリンクされたロールを使用する API、カスタムドメイン名、または VPC リンクに移動しま
す。
コンソールを使用してリソースを削除します。
この手順を繰り返して、サービスにリンクされたロールを使用するすべての API、カスタムドメイン
名、または VPC リンクを削除します。

3.
4.

825

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
ログ記録とモニタリング

IAM を使用してサービスリンクロールを手動で削除する
IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用して、AWSServiceRoleForAPIGateway サービスリ
ンクロールを削除します。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールの削
除」を参照してください。

API Gateway サービスリンクロールでサポートされるリージョン
API Gateway は、サービスを利用できるすべてのリージョンで、サービスにリンクされたロールの使用を
サポートします。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。

AWS 管理ポリシーに対する API Gateway の更新
API Gateway の AWS 管理ポリシーの更新に関する詳細を、このサービスがこれらの変更の追跡を開始し
た以降の分について表示します。このページの変更に関する自動通知については、API Gateway のドキュ
メントの履歴 (p. 853)ページの RSS フィードを購読してください。
変更

説明

日付

acm:GetCertificate
AWSServiceRoleForAPIGateway2021 年 7 月 12 日
のサポートが
ポリシーに ACM
AWSServiceRoleForAPIGatewayGetCertificate API アクショ
ポリシーに追加されました。
ンを呼び出すアクセス許可が含
まれるようになりました。
API Gateway が変更の追跡を開
始しました

API Gateway が AWS 管理ポリ
シーの変更の追跡を開始しまし
た。

2021 年 7 月 12 日

Amazon API Gateway でのログ記録とモニタリング
モニタリングは、API Gateway および AWS ソリューションの信頼性、可用性、およびパフォーマンスを
維持する上で重要な役割を果たします。マルチポイント障害が発生した場合は、その障害をより簡単にデ
バッグできるように、AWS ソリューションのすべての部分からモニタリングデータを収集する必要があり
ます。AWS は、API Gateway リソースをモニタリングし、潜在的なインシデントに対応するための複数
のツールを提供します。
Amazon CloudWatch ログ
リクエストの実行や API へのクライアントアクセスに関連する問題のデバッグに役立てるため
に、CloudWatch Logs を有効にして API コールのログを記録できます。詳細については、「the
section called “CloudWatch Logs” (p. 644)」を参照してください。
Amazon CloudWatch アラーム
Amazon CloudWatch アラームを使用して、指定した期間にわたって 1 つのメトリクスを確認し
ます。メトリクスが特定のしきい値を超えると、Amazon Simple Notification Service のトピッ
クまたは AWS Auto Scaling ポリシーに通知が送信されます。メトリクスが特定の状態にある場
合、CloudWatch アラームはアクションを呼び出しません。状態が変わり、それが指定した期間
だけ維持される必要があります。詳細については、「the section called “CloudWatch メトリク
ス” (p. 638)」を参照してください。
Kinesis Data Firehose へのアクセスのログ
API へのクライアントアクセスに関連する問題のデバッグに役立てるために、Kinesis Data Firehose
を有効にして API コールのログを記録できます。詳細については、「the section called “Kinesis Data
Firehose” (p. 647)」を参照してください。
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AWS CloudTrail
CloudTrail は、API Gateway のユーザー、ロール、または AWS のサービスによって実行されたアク
ションの記録を提供します。CloudTrail で収集された情報を使用して、API Gateway に対するリクエ
スト、リクエスト元の IP アドレス、リクエストの実行者、リクエスト日時などの詳細を確認できま
す。詳細については、「the section called “AWS CloudTrail の使用” (p. 827)」を参照してください。
AWS X-Ray
X-Ray は、アプリケーションが対応するリクエストに関するデータを収集する AWS のサービスで、
このデータを使ってアプリケーションの問題や最適化の機会を識別するために使用できるサービス
マップを作成します。詳細については、「the section called “AWS X-Ray のセットアップ” (p. 649)」
を参照してください。
AWS Config
AWS Config は、アカウントにある AWS リソースの設定詳細ビューを提供します。リソース間の関
係、設定変更の履歴、関係と設定の時間的な変化を確認できます。AWS Config を使用して、デー
タコンプライアンスのためにリソース設定を評価するルールを定義できます。AWS Config ルール
は、API Gateway リソースの理想的な設定を表します。リソースがルールに違反しており、非準拠
としてフラグが付けられると、AWS Config は Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ト
ピックを使用してアラートを送信できます。詳細については、「」を参照してくださいthe section
called “AWS Config の使用” (p. 829)

AWS CloudTrail を使用した Amazon API Gateway API
への呼び出しのログ記録
Amazon API Gateway は、API Gateway のユーザー、ロール、または AWS のサービスによって実行され
たアクションの記録を提供するサービスである AWS CloudTrail と統合されています。CloudTrail は、API
Gateway サービス API のすべての REST API コールをイベントとしてキャプチャします。これには、API
Gateway コンソールからのコールや API Gateway サービス API へのコード呼び出しが含まれます。

Note
TestInvokeAuthorizer と TestInvokeMethod は CloudTrail のログに記録されません。
証跡を作成する場合は、API Gateway のイベントなど、Amazon S3 バケットへの CloudTrail イベントの
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 コンソールの [Event
history (イベント履歴)] で最新のイベントを表示できます。
CloudTrail で収集された情報を使用して、API Gateway に対するリクエスト、リクエスト元の IP アドレ
ス、リクエストの実行者、リクエスト日時などの詳細を確認できます。
CloudTrail に関する詳細は、AWS CloudTrail ユーザーガイドを参照してください。

CloudTrail での API Gateway 情報
CloudTrail は、アカウント作成時に AWS アカウントで有効になります。Amazon API Gateway でアク
ティビティが発生すると、そのアクティビティは [Event history] (イベント履歴) で AWS のその他のサー
ビスのイベントと共に CloudTrail 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、「CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示」を
参照してください。
API Gateway のイベントなど、AWS アカウントでのイベントの継続的な記録については、証跡を作成し
ます。証跡により、CloudTrail はログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルトでは、
コンソールで証跡を作成するときに、証跡がすべての AWS リージョンに適用されます。証跡は、AWS
パーティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケット
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にログファイルを配信します。さらに、その他の AWS サービスを設定して、CloudTrail ログで収集した
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ができます。詳細については、以下を参照して
ください。
• 追跡を作成するための概要
• CloudTrail のサポート対象サービスと統合
• Amazon SNS の CloudTrail 通知の設定
• 複数のリージョンからの CloudTrail ログファイルの受信および複数のアカウントからの CloudTrail ログ
ファイルの受信
すべての Amazon API Gateway アクションは CloudTrail によって記録され、 に記載されていますAPI リ
ファレンス (p. 840) たとえば、API Gateway で新しい API、リソース、またはメソッドを作成するコー
ルは、CloudTrail ログファイルにエントリを生成します。
各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。このアイデンティ
ティ情報は以下のことを確認するのに役立ちます。
• 要求が、ルートと IAM ユーザー認証情報のどちらを使用して送信されたか。
• 要求が、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.
• 要求が、別の AWS サービスによって送信されたかどうか。
詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。

API Gateway のログファイルエントリの理解
証跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できる設定です。CloudTrail
ログファイルには、1 つ以上のログエントリがあります。イベントは任意の発生元からの 1 つの要求
を表し、要求されたアクション、アクションの日時、要求のパラメータなどに関する情報が含まれま
す。CloudTrail ログファイルは、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ないた
め、特定の順序では表示されません。
次は、API Gateway GetResource アクションを示す CloudTrail ログエントリの例です。
{

Records: [
{
eventVersion: "1.03",
userIdentity: {
type: "Root",
principalId: "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
arn: "arn:aws:iam::123456789012:root",
accountId: "123456789012",
accessKeyId: "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
sessionContext: {
attributes: {
mfaAuthenticated: "false",
creationDate: "2015-06-16T23:37:58Z"
}
}
},
eventTime: "2015-06-17T00:47:28Z",
eventSource: "apigateway.amazonaws.com",
eventName: "GetResource",
awsRegion: "us-east-1",
sourceIPAddress: "203.0.113.11",
userAgent: "example-user-agent-string",
requestParameters: {
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restApiId: "3rbEXAMPLE",
resourceId: "5tfEXAMPLE",
template: false

},
responseElements: null,
requestID: "6d9c4bfc-148a-11e5-81b6-7577cEXAMPLE",
eventID: "4d293154-a15b-4c33-9e0a-ff5eeEXAMPLE",
readOnly: true,
eventType: "AwsApiCall",
recipientAccountId: "123456789012"

}

]

},
... additional entries ...

AWS Config による API Gateway API 設定のモニタリ
ング
AWS Config を使用して、API Gateway API リソースに対して行われた設定の変更を記録し、リソースの
変更に基づいて通知を送信することができます。API Gateway リソースの設定変更履歴を維持すること
は、運用上のトラブルシューティング、監査、およびコンプライアンスのユースケースに役立ちます。
AWS Config は、以下の変更を追跡することができます。
• 以下のような API ステージ設定
• キャッシュクラスター設定
• スロットル設定
• アクセスログ設定
• ステージに設定されたアクティブなデプロイ
• 以下のような API 設定
• エンドポイント設定
• バージョン
• プロトコル
• タグ
さらに、AWS Config Rules 機能を使用して設定ルールを定義し、これらのルールに対する違反を自動的
に検出、追跡、および警告することができます。これらのリソース設定プロパティに対する変更を追跡す
ることによって、変更によってトリガーされる AWS Config ルールを API Gateway リソースのために作成
し、ベストプラクティスに照らしてリソース設定をテストすることもできます。
AWS Config コンソールか AWS Config を使用して、アカウントの AWS CLI を有効にすることができま
す。変更を追跡するリソースのタイプを選択してください。すべてのリソースタイプを記録するように
AWS Config を既に設定している場合は、アカウントでこれらの API Gateway リソースが自動的に記録さ
れます。AWS Config での Amazon API Gateway のサポートは、すべての AWS パブリックリージョンと
AWS GovCloud (US) で利用できます。サポートされているリージョンの完全なリストについては、AWS
の全般リファレンスで「Amazon API Gateway のエンドポイントとクォータ」を参照してください。
トピック
• サポートされているリソースタイプ (p. 830)
• AWS Config のセットアップ (p. 830)
• API Gateway リソースを記録するための AWS Config の設定 (p. 830)
• AWS Config コンソールでの API Gateway 設定の詳細の表示 (p. 830)
• AWS Config ルールを使用した API Gateway リソースの評価 (p. 831)
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サポートされているリソースタイプ
以下の API Gateway リソースタイプは AWS Config と統合されており、AWS Config でサポートされる
AWS リソースタイプとリソース関係に記載されています。
• AWS::ApiGatewayV2::Api (WebSocket および HTTP API)
• AWS::ApiGateway::RestApi (REST API)
• AWS::ApiGatewayV2::Stage (WebSocket および HTTP API ステージ)
• AWS::ApiGateway::Stage (REST API ステージ)
AWS Config の詳細については、AWS Config 開発者ガイドを参照してください。料金情報については、
「AWS Config 料金表ページ」を参照してください。

Important
API のデプロイ後に以下の API プロパティのいずれかを変更した場合は、変更を反映するために
API を再デプロイ (p. 448)する必要があります。それ以外の場合、AWS Config コンソールに属性
の変更が表示されますが、以前のプロパティ設定はまだ有効です。API のランタイム動作が変更
されることはありません。
• AWS::ApiGateway::RestApi – binaryMediaTypes, minimumCompressionSize,
apiKeySource
• AWS::ApiGatewayV2::Api – apiKeySelectionExpression

AWS Config のセットアップ
AWS Config を初めて設定するには、AWS Config デベロッパーガイドの以下のトピックを参照してくださ
い。
• コンソールによる AWS Config の設定
• を使用した AWS Config のセットアップAWS CLI

API Gateway リソースを記録するための AWS Config の設定
デフォルトでは、環境が実行されているリージョンで検出された、サポートされているすべてのタイプの
リージョナルリソースについての設定の変更が AWS Config で記録されます。AWS Config をカスタマイ
ズすることで、特定のリソースタイプのみの変更を記録するか、グローバルリソースの変更を記録できま
す。
リージョナルリソースとグローバルリソースの相違点、および AWS Config 設定のカスタマイズ手順の詳
細については、「AWS Config で記録するリソースの選択」を参照してください。

AWS Config コンソールでの API Gateway 設定の詳細の表示
AWS Config コンソールを使用して API Gateway リソースを探し、それらの設定に関する現在および履歴
的な詳細情報を取得できます。以下の手順は、API Gateway API に関する情報を見つける方法を示してい
ます。

AWS config コンソールで API Gateway リソースを検索するには
1.

AWS Config コンソールを開きます。

2.

[リソース] を選択します。
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3.

[Resource (リソース)] のインベントリページで、[Resources (リソース)] を選択します。

4.

[Resource type (リソースタイプ)] メニューを開き、APIGateway または APIGatewayV2 までスクロー
ルし、1 つ以上の API Gateway リソースタイプを選択します。

5.

[検索] を選択します。

6.

AWS Config に表示されるリソースのリストからリソース ID を選択します。AWS Config では、選択
したリソースに関する設定の詳細とその他の情報が表示されます。

7.

記録した設定の詳細全体を表示するには、[View Details (詳細を表示)] を選択します。

このページでリソースを検索して情報を表示する他の方法については、AWS デベロッパーガイドの
「AWS Config リソースの設定および履歴の表示」を参照してください。

AWS Config ルールを使用した API Gateway リソースの評価
API Gateway リソースの理想的な設定を表す AWS Config ルールを作成できます。事前定義済みの AWS
Config マネージドルールを使用するか、カスタムルールを定義することができます。AWS Config は、リ
ソースの設定変更を継続的に追跡し、これらの変更がルールの条件に違反していないかどうかを確認しま
す。AWS Config コンソールには、ルールとリソースのコンプライアンスステータスが表示されます。
リソースがルールに違反しており、非準拠としてフラグが付けられた場合、AWS Config は Amazon
Simple Notification Service デベロッパーガイド (Amazon SNS) のトピックを使用してアラートを送信でき
ます。これらの AWS Config アラートのデータをプログラム的に使用するには、Amazon SNS トピックの
通知エンドポイントとして Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを使用します。
ルールの設定と使用の詳細については、AWS Config デベロッパーガイドの「ルールでのリソースの評
価」を参照してください。

Amazon API Gateway のコンプライアンスの検証
Amazon API Gateway のセキュリティとコンプライアンスは、AWS のさまざまなコンプライ
アンスプログラムの一環として、第三者の監査機関によって評価されます。このプログラムに
は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA などがあります。
特定のコンプライアンスプログラムの対象となる AWS サービスのリストについては、コンプライアンス
プログラムによる対象範囲内の AWS のサービスを参照してください。一般的な情報については、AWS コ
ンプライアンスプログラムを参照してください。
AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細について
は、AWS Artifact でレポートをダウンロードするをご参照ください。
API Gateway を使用する際のお客様のコンプライアンス責任は、データの機密性、企業のコンプライアン
ス目的、適用法規によって決まります。AWS は、コンプライアンスに役立つ以下のリソースを提供してい
ます。
• セキュリティおよび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では、アー
キテクチャ上の考慮事項について説明し、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 AWS でデプロイするためのステップを説明します。
• 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。
• 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、お客様の業界や
場所に適用される場合があります。
• 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、リソース設
定が社内のプラクティス、業界のガイドライン、規制にどの程度適合しているかを評価します。
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• AWS Security Hub – この AWS のサービスでは、AWS 内のセキュリティ状態を包括的に表示してお
り、セキュリティ業界の標準およびベストプラクティスへのコンプライアンスを確認するのに役立ちま
す。

Amazon API Gateway の耐障害性
AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心として構
築されます。AWS リージョンには、低レイテンシー、高スループット、そして高冗長性のネットワーク
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
ティーゾーンでは、ゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバーするアプリケーションとデー
タベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の単一または複数の
データセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れています。
AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、AWS グローバルインフラストラク
チャを参照してください。
API へのリクエストが過度に集中しないように、API Gateway は API へのリクエストを調整します。特に
API Gateway では、アカウントのすべての API に送信されるリクエストの定常レートとバーストに対し
て、リージョンごとに制限を設定します。API のカスタムスロットリングを設定できます。詳細について
は、「API リクエストを調整してスループットを向上させる (p. 629)」を参照してください。

Amazon API Gateway 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 API Gateway は、ホワイトペーパーのアマゾン ウェブ サービスのセ
キュリティプロセスの概要に記載されている AWS グローバルネットワークセキュリティの手順で保護さ
れています。
AWS が公開した API 呼び出しを使用して、ネットワーク経由で API Gateway 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
が推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman
(ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされ
ている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされ
ています。
また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。
これらの API オペレー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、API Gateway
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るため、ソース IP アドレスに基づく制限を含
めることができます。また、リソースベースのポリシーを使用して、特定の Amazon Virtual Private Cloud
(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、実質的に AWS ネットワーク内の特定の VPC からのみ特定の API Gateway リソースへのネットワー
クアクセスが分離されます。

Amazon API Gateway の脆弱性分析
設定および IT 管理は、AWS とお客様の間で共有される責任です。詳細については、AWS 責任共有モデ
ルを参照してください。
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Amazon API Gateway のセキュリティのベストプラ
クティス
API Gateway には、独自のセキュリティポリシーを作成および実装する際に役立ついくつかのセキュリ
ティ機能が用意されています。以下のベストプラクティスは一般的なガイドラインであり、完全なセキュ
リティソリューションに相当するものではありません。これらのベストプラクティスはお客様の環境に適
切ではないか、十分ではない場合があるため、これらは処方箋ではなく、有用な考慮事項と見なしてくだ
さい。
最小特権アクセスの実装
IAM ポリシーを使用して、API Gateway の API の作成、読み取り、更新、削除について最小権
限のアクセスを実装します。詳細については、「Amazon API Gateway の Identity and Access
Management (p. 807)」を参照してください。API Gateway には、作成した API へのアクセスをコ
ントロールするためのオプションがいくつか用意されています。詳細については、「API Gateway で
の REST API へのアクセスの制御と管理 (p. 225)API Gateway での WebSocket API へのアクセスの制
御と管理 (p. 735)」と「」を参照してください。JWT オーソライザーを使用した HTTP API へのアク
セスの制御 (p. 669)
ログ記録の実装
CloudWatch Logs または Amazon Kinesis Data Firehose を使用して、API へのリクエストをログに
記録します。詳細については、「REST API のモニタリング (p. 637)WebSocket API のログ記録の設
定 (p. 761)」と「」を参照してください。HTTP API のログ記録の設定 (p. 709)
Amazon CloudWatch のアラームの実装
Amazon CloudWatch アラームを使用して、指定した期間にわたって 1 つのメトリクスを確認し
ます。メトリクスが特定のしきい値を超えると、Amazon Simple Notification Service のトピッ
クまたは AWS Auto Scaling ポリシーに通知が送信されます。メトリクスが特定の状態にある場
合、CloudWatch アラームはアクションを呼び出しません。その代わり、状態が変更され、指定期間
にわたって維持される必要があります。詳細については、「the section called “CloudWatch メトリク
ス” (p. 638)」を参照してください。
の有効化AWS CloudTrail
CloudTrail は、API Gateway のユーザー、ロール、または AWS のサービスによって実行されたアク
ションの記録を提供します。CloudTrail で収集された情報を使用して、API Gateway に対するリクエ
スト、リクエスト元の IP アドレス、リクエストの実行者、リクエスト日時などの詳細を確認できま
す。詳細については、「the section called “AWS CloudTrail の使用” (p. 827)」を参照してください。
の有効化AWS Config
AWS Config は、アカウントにある AWS リソースの設定詳細ビューを提供します。リソース間の関
係、設定変更の履歴、関係と設定の時間的な変化を確認できます。AWS Config を使用して、デー
タコンプライアンスのためにリソース設定を評価するルールを定義できます。AWS Config ルール
は、API Gateway リソースの理想的な設定を表します。リソースがルールに違反しており、非準拠
としてフラグが付けられると、AWS Config は Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ト
ピックを使用してアラートを送信できます。詳細については、「」を参照してくださいthe section
called “AWS Config の使用” (p. 829)
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API Gateway リソースのタグ付け
タグとは、ユーザーまたは AWS が AWS リソースに割り当てるメタデータラベルです。各タグは 2 つの
部分で構成されます。
• タグキー (例: CostCenter、Environment、または Project)。タグキーでは、大文字と小文字が区別
されます。
• タグ値として知られるオプションのフィールド (例: 111122223333 または Production)。タグ値を省
略すると、空の文字列を使用した場合と同じになります。タグキーとタグ値は大文字と小文字が区別さ
れます。
タグは、以下のことに役立ちます。
• リソースに割り当てられたタグに基づいて、リソースへのアクセスをコントロールします。AWS
Identity and Access Management (IAM) ポリシーの条件でキーと値を指定することによってアクセスを
コントロールします。タグベースのアクセスコントロールの詳細については、IAM ユーザーガイドの
「タグを使用したアクセスのコントロール」を参照してください。
• AWS のコストの追跡。これらのタグは、AWS Billing and Cost Management ダッシュボードで有効にし
ます。AWS では、タグを使用してコストを分類し、毎月のコスト配分レポートを提供します。詳細につ
いては、AWS Billing ユーザーガイドの「コスト配分タグの使用」を参照してください。
• AWS リソースの特定と整理。多くの AWS のサービスではタグ付けがサポートされるため、さまざ
まなサービスからリソースに同じタグを割り当てて、リソースの関連を示すことができます。たとえ
ば、CloudWatch イベントルールに割り当てる同じタグを API Gateway ステージに割り当てることがで
きます。
タグの使用方法のヒントについては、AWS の回答ブログのAWS タグ付け戦略記事を参照してください。
以下のセクションでは、Amazon API Gateway のタグに関する詳細を示します。
トピック
• タグ付けできる API Gateway リソース (p. 834)
• タグを使用して API Gateway リソースへのアクセスをコントロールする (p. 836)

タグ付けできる API Gateway リソース
タグは、Amazon API Gateway V2 API の次の HTTP API または WebSocket APIリソースで設定できま
す。
• Api
• DomainName
• Stage
• VpcLink
また、タグは Amazon API Gateway V1 API の次の REST API リソースに設定することができます。
• ApiKey
• ClientCertificate
• DomainName
• RestApi
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• Stage
• UsagePlan
• VpcLink
タグを他のリソースに直接設定することはできません。ただし、Amazon API Gateway V1 API では、子リ
ソースは親リソースに設定されているタグを継承します。例:
• タグが RestApi リソースに設定されている場合、そのタグは、属性ベースのアクセスコントロールの
RestApi の次の子リソースに継承されます:
• Authorizer
• Deployment
• Documentation
• GatewayResponse
• Integration
• Method
• Model
• Resource
• ResourcePolicy
• Setting
• Stage
• タグが DomainName に設定されている場合、そのタグはその下の BasePathMapping リソースに継承
されます。
• タグが UsagePlan に設定されている場合、そのタグはその下の UsagePlanKey リソースに継承され
ます。

Note
タグの継承は、属性ベースのアクセスコントロールにのみ適用されます。例えば、継承されたタ
グを使用して AWS Cost Explorer でコストを監視することはできません。API Gateway は、リ
ソースの GetTags の呼び出し時に継承されたタグを返しません。

Amazon API Gateway V1 API でのタグの継承
以前は、タグをステージにしか設定できませんでした。他のリソースにも設定できるようになったた
め、Stage は 2 つの方法でタグを受け取ることができます。
• Stage でタグが直接設定される。
• ステージがその親 RestApi からタグを継承する。
ステージが両方の方法でタグを受け取った場合は、ステージで直接設定されているタグが優先されます。
たとえば、ステージがその親 REST API から以下のタグを継承するとします。
{

'foo': 'bar',
'x':'y'

}

ステージで以下のタグも直接設定されているとします。
{
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'foo': 'bar2',
'hello': 'world'

}

最終的に、ステージは以下のタグと値を受け取ることになります。
{

'foo': 'bar2',
'hello': 'world'
'x':'y'

}

タグの制限事項と使用規則
API Gateway リソースでのタグの使用には、以下の制限事項と使用規則が適用されます。
• 各リソースには、最大 50 個のタグを設定できます。
• タグキーは、リソースごとにそれぞれ一意である必要があります。また、各タグキーに設定できる値は
1 つのみです。
• タグキーの最大長は UTF-8 で 128 Unicode 文字です。
• タグ値の最大長は UTF-8 で 256 Unicode 文字です。
• キーと値に使用できる文字は、UTF-8 対応の文字、数字、スペースと、文字 (. : + = @ _ / -) (ハイフン)
です。Amazon EC2 リソースでは、任意の文字を使用できます。
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。ベストプラクティスとして、タグを大文字にす
るための戦略を決定し、その戦略をすべてのリソースタイプにわたって一貫して実装します。たとえ
ば、Costcenter、costcenter、CostCenter のいずれを使用するかを決定し、すべてのタグに同じ
規則を使用します。大文字と小文字の扱いについて、同様のタグに整合性のない規則を使用することは
避けてください。
• プレフィックス aws: はタグで使用することはできません。AWS 用に予約されています。このプレ
フィックスが含まれるタグのキーや値を編集したり削除することはできません。このプレフィックスを
持つタグは、リソースあたりのタグ数の制限時には計算されません。

タグを使用して API Gateway リソースへのアクセ
スをコントロールする
AWS Identity and Access Management ポリシーの条件は、API Gateway リソースに対するアクセス許可
を指定するために使用する構文の一部です。IAM ポリシーの指定の詳細については、「the section called
“IAM アクセス許可を使用する” (p. 243)」を参照してください。API Gateway では、リソースにタグを付け
ることができ、一部のアクションにタグを含めることができます。IAM ポリシーを作成するときに、タグ
条件キーを使用して以下をコントロールできます。
• どのユーザーが API Gateway リソースに対してアクションを実行できるか (リソースにすでに付けられ
ているタグに基づいて)。
• どのタグをアクションのリクエストで渡すことができるか。
• リクエストで特定のタグキーを使用できるかどうか。
属性ベースのアクセスコントロールを使用すると、API レベルのコントロールよりもきめ細かく、リソー
スベースのアクセスコントロールよりも動的なコントロールが可能になります。リクエストで渡されたタ
グ (リクエストタグ) に基づいて、または操作するリソースに付けられたタグ (リソースタグ) に基づいて、
オペレーションを許可または禁止する、IAM ポリシーを作成できます。一般に、リソースタグは、既存の
リソースに使用します。リクエストタグは、新しいリソースの作成時に使用します。
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タグ条件キーの完全な構文とセマンティクスについては、IAM ユーザーガイドの「タグを使用したアクセ
スコントロール」を参照してください。
以下の例は、API Gateway ユーザー用のポリシーでタグ条件を指定する方法を示しています。

例 1: リソースタグに基づいてアクションを制限する
この例のポリシーでは、すべてのリソースに対して GET アクションを実行するためのアクセス許可をユー
ザーに付与します。さらに、リソースに付けられたタグが iamrole であり、その値が readWrite であ
る場合、ポリシーではリソースに対してすべての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
付与します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "apigateway:GET",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "apigateway:*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/iamrole": "readWrite"
}
}
}
]

例 2: リクエストタグに基づいてアクションを制限す
る
この例のポリシーでは、以下を指定しています。
• ユーザーが新しいステージを作成するときは、ステージを作成するリクエストに stage というタグが含
まれている必要がある。
• stage タグの値は beta、gamma、または prod である必要がある。そうでない場合、ステージを作成
するリクエストは拒否される。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"apigateway:*"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": "apigateway:POST",

837

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
例 3: リソースタグに基づいてアクションを拒否する

}

]

"Resource": "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
"Condition": {
"Null": {
"aws:RequestTag/stage": "true"
}
}
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": "apigateway:POST",
"Resource": "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringNotEquals": {
"aws:RequestTag/stage": [
"beta",
"gamma",
"prod"
]
}
}
}

例 3: リソースタグに基づいてアクションを拒否する
この例のポリシーでは、ユーザーはデフォルトで API Gateway リソースに対してすべてのアクションの実
行を許可されます。リソースに付けられたタグが stage であり、その値が prod である場合、ユーザーは
そのリソースに対して変更 (PATCH、PUT、POST、DELETE) の実行を拒否されます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "apigateway:*",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"apigateway:PATCH",
"apigateway:PUT",
"apigateway:POST",
"apigateway:DELETE"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/stage": "prod"
}
}
}
]

例 4: リソースタグに基づいてアクションを許可する
この例のポリシーでは、ユーザーはデフォルトで API Gateway リソースに対してすべてのアクションの
実行を許可されます。リソースに付けられたタグが environment であり、その値が prod である場合、
ユーザーはそのリソースに対してすべてのオペレーションの実行を拒否されます。
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{

}

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

例 5: リソースタグキーに基づいてアクションを許可
する
この例のポリシーでは、ユーザーはデフォルトで API Gateway リソースに対してすべてのアクションの実
行を許可されます。リソースに、空の文字列を含む任意の値を持つ prod という名前のタグがある場合、
ユーザーはリソースを変更するオペレーションを実行できません。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "apigateway:*",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"apigateway:PATCH",
"apigateway:PUT",
"apigateway:POST",
"apigateway:DELETE"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"Null": {
"aws:ResourceTag/prod": "false"
}
}
}
]
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API リファレンス
Amazon API Gateway は、独自の HTTP および WebSocket API を作成およびデプロイするための API を
提供しています。さらに、API Gateway API は標準の AWS SDK で使用できます。
使用している言語に対応した AWS SDK がある場合は、API Gateway REST API を直接使用する代わり
に、SDK を使用することをお勧めします。SDK を利用すると、認証が簡素化され、開発環境との統合が
容易になり、API Gateway コマンドに簡単にアクセスできます。
AWS SDK および API Gateway REST API リファレンスドキュメントの参照先を以下に示します。
• アマゾン ウェブ サービスのツール
• Amazon API Gateway REST API リファレンス
• Amazon API Gateway WebSocket および HTTP API リファレンス
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API Gateway アカウントレベ
ルのクォータ (リージョンごと)

Amazon API Gateway のクォータと
重要な注意点
トピック
• API Gateway アカウントレベルのクォータ (リージョンごと) (p. 841)
• HTTP API クォータ (p. 842)
• WebSocket API の設定と実行に関する API Gateway クォータ (p. 843)
• REST API の設定および実行に関する API Gateway クォータ (p. 844)
• API の作成、デプロイ、管理に関する API Gateway クォータ (p. 846)
• Amazon API Gateway に関する重要な注意点 (p. 847)
特に明記されていない限り、クォータはリクエストに応じて引き上げることができます。クォータの引き
上げをリクエストするには、Service Quotas を使用するか、AWS サポートセンターにお問い合わせくだ
さい。
認可がメソッドに対して有効になっていると、メソッドの ARN (たとえば、arn:aws:execute-api:
{region-id}:{account-id}:{api-id}/{stage-id}/{method}/{resource}/{path}) の最大長
は 1,600 バイトです。パスパラメータ値 (ランタイムにサイズが決定される) により、ARN の長さが制限
を超過する可能性があります。この場合、API クライアントは 414 Request URI too long レスポン
スを受け取ります。

Note
これによって、リソースポリシーが使用される場合の URI の長さが制限されます。リソースポリ
シーが必要となるプライベート API の場合は、すべてのプライベート API の URI の長さが制限さ
れます。

API Gateway アカウントレベルのクォータ (リー
ジョンごと)
以下のクォータは、アカウントごと、Amazon API Gateway のリージョンごとに適用されます。
リソースまたはオペ
レーション

デフォルトのクォータ

引き上げ
可能

HTTP API、REST
API、WebSocket
API、WebSocket
コールバック API に
わたってリージョン
ごとに適用される
アカウント単位のス
ロットリングクォー
タ

10,000 リクエスト/秒 (RPS) と、トークンバケットアルゴリズムで
提供される追加のバースト容量 (最大バケット容量は 5,000 リクエス
ト *)。

はい

リージョンの API

600

Note
バーストクォータは、リージョンのアカウントの全体的な
RPS クォータに基づいて、API Gateway サービスチームに
よって決定されます。このクォータは顧客が制御したり変
更をリクエストできるものではありません。
いいえ
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HTTP API クォータ

リソースまたはオペ
レーション

デフォルトのクォータ

引き上げ
可能

エッジ最適化 API

120

いいえ

* アフリカ (ケープタウン) およびヨーロッパ (ミラノ) リージョンでは、デフォルトのスロットルクォータ
は 2500 RPS、デフォルトのバーストクォータは 1250 RPS です。

HTTP API クォータ
次のクォータは、API Gateway での HTTP API の設定と実行に適用されます。
リソースまたはオペ
レーション

デフォルトのクォータ

引き上げ
可能

API あたりのルート
数

300

はい

API あたりの統合の
数

300

いいえ

最大統合タイムアウ
ト

30 秒

いいえ

API あたりのステー
ジ数

10

はい

ステージごとのタグ

50

いいえ

リクエスト行とヘッ
ダー値の合計サイズ

10240 バイト

いいえ

ペイロードサイズ

10 MB

いいえ

1 アカウント、1
リージョンあたりの
カスタムドメイン

120

はい

アクセスログテンプ
レートのサイズ

3 KB

いいえ

Amazon CloudWatch
Logs のログエントリ

1 MB

いいえ

API ごとのオーソラ
イザー数

10

はい

オーソライザーあた
りの対象者数

50

いいえ

ルートあたりのス
コープ数

10

いいえ

JSON ウェブキー
セットエンドポイン
トのタイムアウト

1500 ms

いいえ
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に関する API Gateway クォータ

リソースまたはオペ
レーション

デフォルトのクォータ

引き上げ
可能

JSON Web Key Set
エンドポイントから
のレスポンスサイズ

150,000 バイト

いいえ

OpenID Connect 検
出エンドポイントの
タイムアウト

1500 ms

いいえ

1 アカウント、1
リージョンあたりの
VPC リンク

10

はい

VPC リンクあたりの
サブネットの数

10

はい

ステージごとのス
テージ変数

100

いいえ

WebSocket API の設定と実行に関する API
Gateway クォータ
Amazon API Gateway での WebSocket API の設定と実行には、次のクォータが適用されます。
リソースまたはオペ
レーション

デフォルトのクォータ

引き上げ
可能

1 秒あたり、1 ア
カウント (すべての
WebSocket API 間)
あたり、1 リージョ
ンあたりの新しい接
続数

500

はい

同時接続

対象外

該当しま
せん

AWS LambdaAPI ご
との オーソライザー

10

はい

AWS Lambda オーソ
ライザー結果サイズ

8 KB

いいえ

API あたりのルート
数

300

はい

API あたりの統合の
数

300

はい

API あたりのステー
ジ数

10

はい

WebSocket のフレー
ムサイズ

32 KB

いいえ
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リソースまたはオペ
レーション

デフォルトのクォータ

引き上げ
可能

メッセージのペイ
ロードサイズ

128 KB **

いいえ

WebSocket API の接
続時間

2 時間

いいえ

アイドル接続のタイ
ムアウト

10 分

いいえ

* API Gateway は、同時接続にクォータを適用しません。同時接続の最大数は、1 秒あたりの新規接続数と
2 時間の最大接続時間によって決まります。たとえば、デフォルトのクォータが 500 新規接続/秒の場合、
クライアントが 2 時間を超える最大速度で接続する場合、API Gateway は最大 3,600,000 の同時接続を提
供することができます。
** WebSocket フレームサイズには 32 KB のクォータがあるため、32 KB を超えるメッセージはそれぞれ
が 32 KB 以下の複数のフレームに分割する必要があります。それより大きなメッセージ (または大きなフ
レームサイズ) が受信された場合、接続は 1009 コードで閉じられます。

REST API の設定および実行に関する API Gateway
クォータ
Amazon API Gateway での REST API の設定と実行には、次のクォータが適用されます。
リソースまたはオペ
レーション

デフォルトのクォータ

引き上げ
可能

1 アカウント、1
リージョンあたりの
カスタムドメイン名

120

はい

エッジ最適化 API の
URLの長さ (文字数)

8192

いいえ

リージョン API の
URL の長さ (文字数)

10240

いいえ

1 アカウント、1
リージョンあたりの
プライベート API

600

いいえ

API Gateway リソー 8192
スポリシーの長さ (文
字単位)

はい

1 アカウント、1
リージョンあたりの
API キー

10000

いいえ

1 アカウント、1
リージョンあたりの
クライアント証明書

60

はい
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リソースまたはオペ
レーション

デフォルトのクォータ

引き上げ
可能

API ごとのオー
ソライザー (AWS
Lambda および
Amazon Cognito)

10

はい

API あたりのドキュ
メント部分

2000

はい

API あたりのリソー
ス数

300

はい

API あたりのステー
ジ数

10

はい

ステージごとのス
テージ変数

100

いいえ

ステージ変数内の
キー長さ (文字数)

64

いいえ

ステージ変数内の値
の長さ (文字数)

512

いいえ

1 アカウント、1
リージョンあたりの
使用量プラン

300

はい

API キーあたりの使
用量プラン

10

はい

1 アカウント、1
リージョンあたりの
VPC リンク

20

はい

API キャッシュの
TTL

デフォルトで 300 秒、API 所有者が 0～3600 の範囲で設定可能。

上限あり
(3600)

キャッシュされたレ
スポンスサイズ

1048576 バイト。キャッシュデータの暗号化により、キャッシュさ
れるアイテムのサイズが増える可能性があります。

いいえ

統合のタイムアウト

Lambda、Lambda プロキシ、HTTP、HTTP プロキシ、AWS 統合な
ど、すべての統合タイプで 50 ミリ秒〜29 秒。

下限また
は上限に
は適用外

すべてのヘッダー値
の合計サイズ

10,240 バイト

いいえ

ペイロードサイズ

10 MB

いいえ

ステージごとのタグ

50

いいえ

マッピングテン
プレートでの
#foreach ...
#end ループ内での
反復回数

1000

いいえ
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リソースまたはオペ
レーション

デフォルトのクォータ

引き上げ
可能

認証があるメソッド
の ARN の長さ

1600 バイト

いいえ

使用量プランのス
テージに対するメ
ソッドレベルのス
ロットリング設定

20

はい

restapi:import または restapi:put では、API 定義ファイルの最大サイズは、6 MB です。
API あたりのすべてのクォータは、特定の API でのみ引き上げることができます。

API の作成、デプロイ、管理に関する API Gateway
クォータ
以下の固定クォータは、AWS CLI、API Gateway コンソール、または API Gateway REST API とその
SDK を使用して、API Gateway で API の作成、デプロイ、および管理に適用されます。これらのクォータ
を増やすことはできません。
アクション

デフォルトのクォータ

引き上げ可能

CreateApiKey

アカウントあたり 1 秒ごとに 5
リクエスト

いいえ

CreateDeployment

アカウントあたり 5 秒ごとに 1
リクエスト

いいえ

CreateDocumentationVersion

アカウントあたり 20 秒ごとに 1
リクエスト

いいえ

CreateDomainName

アカウントあたり 30 秒ごとに 1
リクエスト

いいえ

CreateResource

アカウントあたり 1 秒ごとに 5
リクエスト

いいえ

CreateRestApi

リージョン API またはプライ
ベート API

いいえ

• アカウントあたり 3 秒ごとに 1
リクエスト

エッジ最適化 API
• アカウントあたり 30 秒ごとに
1 リクエスト
CreateVpcLink (V2)

アカウントあたり 15 秒ごとに 1
リクエスト

846

いいえ

Amazon API Gateway デベロッパーガイド
重要な注意点

アクション

デフォルトのクォータ

引き上げ可能

DeleteApiKey

アカウントあたり 1 秒ごとに 5
リクエスト

いいえ

DeleteDomainName

アカウントあたり 30 秒ごとに 1
リクエスト

いいえ

DeleteResource

アカウントあたり 1 秒ごとに 5
リクエスト

いいえ

DeleteRestApi

アカウントあたり 30 秒ごとに 1
リクエスト

いいえ

GetResources

アカウントあたり 2 秒ごとに 5
リクエスト

いいえ

DeleteVpcLink (V2)

アカウントあたり 30 秒ごとに 1
リクエスト

いいえ

ImportDocumentationParts

アカウントあたり 30 秒ごとに 1
リクエスト

いいえ

ImportRestApi

リージョン API またはプライ
ベート API

いいえ

• アカウントあたり 3 秒ごとに 1
リクエスト

エッジ最適化 API
• アカウントあたり 30 秒ごとに
1 リクエスト
PutRestApi

アカウントあたり 1 秒ごとに 1
リクエスト

いいえ

UpdateAccount

アカウントあたり 20 秒ごとに 1
リクエスト

いいえ

UpdateDomainName

アカウントあたり 30 秒ごとに 1
リクエスト

いいえ

UpdateUsagePlan

アカウントあたり 20 秒ごとに 1
リクエスト

いいえ

その他のオペレーション

合計アカウントクォータまでの
クォータはありません。

いいえ

合計オペレーション数

1 秒あたり 10 リクエストで、
バーストクォータは 1 秒あたり
40 リクエスト。

いいえ

Amazon API Gateway に関する重要な注意点
トピック
• Amazon API Gateway の REST および WebSocket API に関する重要な注意点 (p. 848)
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REST および WebSocket API に関する重要な注意点

• Amazon API Gateway の WebSocket API に関する重要な注意点 (p. 848)
• Amazon API Gateway の REST API に関する重要な注意点 (p. 848)

Amazon API Gateway の REST および WebSocket
API に関する重要な注意点
• API Gateway では、REST および WebSocket API 間のカスタムドメイン名の共有はサポートされませ
ん。
• ステージ名には、英数字、ハイフン、およびアンダースコアのみ含めることができます。最大長は 128
文字です。
• /ping および /sping のパスは、サービスのヘルスチェック専用です。カスタムドメインを使用した
API ルートレベルでの使用は良い結果を生みません。
• API Gateway は現在、ログイベントを 1024 バイトに制限しています。リクエストやレスポンスの本文
など、1024 バイトを超えるログイベントは、CloudWatch Logs への送信前に API Gateway によって切
り捨てられます。
• 現在、CloudWatch メトリクスではディメンション名と値が 255 文字の有効な XML 文字に制限されて
います (詳細については、CloudWatch ユーザーガイドを参照してください)。ディメンション値は、API
名、ラベル (ステージ) 名、およびリソース名を含む、ユーザーが定義した名前の関数です。これらの名
前を選択するときは、CloudWatch メトリクスの制限を超えないように注意してください。
• マッピングテンプレートの最大サイズは 300 KB です。

Amazon API Gateway の WebSocket API に関する重
要な注意点
• API Gateway は最大 128 KB までのメッセージペイロードをサポートし、最大フレームサイズは 32 KB
です。メッセージが 32 KB を超えた場合は、それぞれが 32 KB 以下の複数のフレームに分割する必要が
あります。大きなメッセージが受信された場合、接続は 1009 コードで閉じられます。

Amazon API Gateway の REST API に関する重要な注
意点
• プレーンテキストパイプ文字 (|) はリクエスト URL クエリ文字列にサポートされておらず、URL エン
コードされている必要があります。
• セミコロン文字 (;) はリクエスト URL クエリ文字列に対してサポートされておらず、この結果、データ
が分割されます。
• API Gateway コンソールを使用して API をテストするとき、バックエンドに自己署名証明書が存在す
る、中間証明書が証明書チェーンにない、または他の認識されない証明書関連の例外がバックエンドか
らスローされた場合に「不明なエンドポイントのエラー」レスポンスが返されることがあります。
• プライベート統合の API Resource または Method エンティティの場合は、VpcLink のハードコー
ディングされたリファレンスを削除した後で、それを削除する必要があります。それ以外の場合は、ダ
ングリング統合があり、Resource または Method エンティティが削除されても VPC リンクがまだ使
用中であることを示すエラーが表示されます。プライベート統合がステージ変数を通じて VpcLink を
参照する場合、この動作は適用されません。
• 以下のバックエンドでは、API Gateway と互換性のある方法では SSL クライアント認証がサポートされ
ない場合があります。
• NGINX
• Heroku
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• API Gateway は、ほとんどの OpenAPI 2.0 仕様と OpenAPI 3.0 仕様をサポートしますが、次の例外が
あります。
• パスセグメントには、英数字、アンダースコア、ハイフン、ピリオド、カンマ、コロン、中括弧の
みを含めることができます。パスパラメータは、別のパスセグメントである必要があります。たとえ
ば、「resource/{path_parameter_name}」は有効です。「resource{path_parameter_name}」は無効で
す。
• モデル名は、英数字のみ含めることができます。
• 入力パラメーターについては、次の属性のみがサポートされていま
す。name、in、required、type、description。他の属性は無視されます。
• securitySchemes タイプを使用する場合は、apiKey にする必要があります。ただし、OAuth 2 お
よび HTTP Basic 認証は Lambda オーソライザー (p. 251)によってサポートされています。OpenAPI
設定は、ベンダー拡張機能 (p. 775)によって実現されます。
• この deprecated フィールドはサポートされておらず、エクスポートされた API では削除されま
す。
• API Gateway モデルは、OpenAPI が使用する JSON スキーマではなく、JSON スキーマのドラフト 4
を使用して定義されます。
• discriminatorパラメータは、どのスキーマオブジェクトでもサポートされません。
• example タグはサポートされません。
• exclusiveMinimum は API Gateway ではサポートされていません。
• 単純なリクエストの検証には maxItems タグと minItems タグが含まれません。この問題を回避す
るには、インポートした後で、検証を行う前にモデルを更新します。
• oneOf は、OpenAPI 2.0 または SDK の生成ではサポートされていません。
• readOnly フィールドはサポートされません。
• "500": {"$ref": "#/responses/UnexpectedError"} フォームのレスポンス定義
は、OpenAPI ドキュメントルートではサポートされません。回避策として、参照をインラインスキー
マに置き換えます。
• Int32 タイプまたは Int64 タイプの数値はサポートされていません。例を以下に示します。
"elementId": {
"description": "Working Element Id",
"format": "int32",
"type": "number"
}

• 10 進数型 ("format": "decimal") は、スキーマ定義でサポートされません。
• メソッドレスポンスでは、スキーマ定義をオブジェクト型にする必要があり、プリミティブ型にする
ことはできません。たとえば、"schema": { "type": "string"} はサポートされません。ただ
し、回避策として次のオブジェクト型を使用できます。
"schema": {
"$ref": "#/definitions/StringResponse"
}
"definitions": {
"StringResponse": {
"type": "string"
}
}

• API Gateway は、OpenAPI 仕様に定義されているルートレベルのセキュリティを使用しません。した
がって、オペレーションレベルでセキュリティを定義して、セキュリティが適切に適用されるように
する必要があります。
• default のキーワードはサポートされていません。
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• API Gateway は、Lambda 統合または HTTP 統合を使用した処理方法に以下の制約と制限を設定してい
ます。
• ヘッダー名とクエリパラメータは大文字と小文字を区別する方法で処理されます。
• 以下の表には、統合エンドポイントに送信されたり、統合エンドポイントから戻ったりしたときに、
ドロップされたり、再マップされたり、それ以外の場合は変更されることがあるヘッダーがリストさ
れています。この表で以下の点に注意してください。
• Remapped は、ヘッダー名が <string> から X-Amzn-Remapped-<string> に変更されたことを
意味します。
Remapped Overwritten は、ヘッダー名が <string> から X-Amzn-Remapped-<string> に変
更され、値が上書きされたことを意味します。
ヘッダー名

リクエスト (http/http_proxy/lambda)

レスポ
ンス
(http/
http_proxy/
lambda)

Age

パススルー

パスス
ルー

Accept

パススルー

除外/
[Passthrough]/
[Passthrough]

Accept-Charset

パススルー

パスス
ルー

Accept-Encoding

パススルー

パスス
ルー

Authorization

パススルー *

Remapped

Connection

パススルー/パススルー/除外

Remapped

ContentEncoding

パススルー/除外/パススルー

パスス
ルー

Content-Length

パススルー (本文に基づいて生成された)

パスス
ルー

Content-MD5

除外

Remapped

Content-Type

パススルー

パスス
ルー

Date

パススルー

上書きさ
れ再マッ
ピングさ
れた

Expect

除外

除外

Host

統合エンドポイントに上書きされます

除外

Max-Forwards

除外

Remapped
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ヘッダー名

リクエスト (http/http_proxy/lambda)

レスポ
ンス
(http/
http_proxy/
lambda)

Pragma

パススルー

パスス
ルー

ProxyAuthenticate

除外

除外

Range

パススルー

パスス
ルー

Referer

パススルー

パスス
ルー

Server

除外

上書きさ
れ再マッ
ピングさ
れた

TE

除外

除外

TransferEncoding

除外/除外/例外

除外

Trailer

除外

除外

Upgrade

除外

除外

User-Agent

パススルー

Remapped

Via

除外/除外/パススルー

パスス
ルー/除
外/除外

Warn

パススルー

パスス
ルー

WWWAuthenticate

除外

Remapped

* Signature Version 4 の署名が含まれている場合、Authorization ヘッダーは削除されます。
• API Gateway で生成された API の Android SDK では、java.net.HttpURLConnection クラスを使用
します。このクラスは、Android 4.4 以前を実行するデバイスでは、WWW-Authenticate ヘッダーから
X-Amzn-Remapped-WWW-Authenticate への再マッピングに伴う 401 レスポンスに対して、処理さ
れない例外をスローします。
• API Gateway で生成された Java や、API の Android および iOS SDK とは異なり、API Gateway で生成
された API の JavaScript SDK では、500 レベルのエラーの再試行はサポートされていません。
• メソッドのテスト呼び出しでは、application/json のデフォルトコンテンツタイプを使用し、その
他のコンテンツタイプの使用は無視されます。
• X-HTTP-Method-Override ヘッダーを渡して API にリクエストを送信すると、API Gateway によっ
てメソッドがオーバーライドされます。したがって、ヘッダーをバックエンドに渡すには、ヘッダーを
統合リクエストに追加する必要があります。
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• リクエストの Accept ヘッダーに複数のメディアタイプが含まれている場合、API Gateway は最
初の Accept メディアタイプのみ受け入れます。Accept メディタイプの順序を制御できず、バ
イナリコンテンツのメディアタイプがリストの先頭にない場合、API の Accept リストに最初の
binaryMediaTypes メディアタイプを追加できます。 API Gateway によりコンテンツがバイナリとし
て返されます。たとえば、ブラウザで <img> 要素を使用して JPEG ファイルを送信するため、ブラウ
ザがリクエストで Accept:image/webp,image/*,*/*;q=0.8 を送信することがあります。image/
webp を binaryMediaTypes リストに追加することで、エンドポイントは JPEG ファイルをバイナリ
として受け取るようになります。
• 現在、413 REQUEST_TOO_LARGE のデフォルトゲートウェイレスポンスのカスタマイズはサポートさ
れていません。
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ドキュメント履歴
次の表に、Amazon API Gateway の前回のリリース以後に行われた、ドキュメントの重要な変更を示しま
す。このドキュメントの更新に関する通知については、トップメニューパネルの RSS ボタンを選択して
RSS フィードにサブスクライブします。
• ドキュメント最新更新日: 2021 年 7 月 12 日

変更

説明

日付

管理ポリシーの更新 (p. 853)

2021 年 7 月 12 日
acm:GetCertificate
のサポートが
AWSServiceRoleForAPIGateway
ポリシーに追加されました。詳細
については、「API Gateway で
のサービスリンクロールの使用」
を参照してください。

HTTP API のパラメータマッピン
グ (p. 853)

HTTP API のパラメータマッピン 2021 年 1 月 7 日
グのサポートが追加されました。
詳細については、「 API リクエ
ストとレスポンスの変換 」を参
照してください。

REST API のデフォルトのエンド
ポイントを無効にする (p. 853)

REST API のデフォルトのエンド 2020 年 10 月 29 日
ポイントを無効にするサポート
が追加されました。詳細について
は、「REST API のデフォルトエ
ンドポイントを無効にする」を参
照してください。

相互 TLS 認証 (p. 853)

REST API と HTTP API の相
互 TLS 認証のサポートが追加
されました。詳細については、
「REST API の相互 TLS 認証の
設定」および「HTTP API の相互
TLS 認証の設定」を参照してく
ださい。

HTTP API AWS Lambda オーソ
ライザー (p. 853)

HTTP API で AWS Lambda オー 2020 年 9 月 9 日
ソライザーのサポートが追加さ
れました。詳細については、
「HTTP API の AWS Lambda
オーソライザーの使用」を参照し
てください。

HTTP API AWS のサービスの統
合 (p. 853)

HTTP API の AWS のサービス統 2020 年 8 月 20 日
合のサポートが追加されました。
詳細については、「HTTP API の
AWS のサービス統合の使用」を
参照してください。

HTTP API ワイルドカードカスタ
ムドメイン (p. 853)

HTTP API でワイルドカードカス 2020 年 8 月 10 日
タムドメイン名のサポートが追
加されました。詳細については、
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「ワイルドカードカスタムドメイ
ン名」を参照してください。
サーバーレス開発者ポータルの
改善 (p. 853)

管理者パネルにユーザー管理を
2020 年 6 月 25 日
追加し、API 定義のエクスポート
をサポートします。詳細につい
ては、「サーバーレス開発者ポー
タルを使用して API Gateway API
を分類する」を参照してくださ
い。

WebSocket API の SecWebSocket-Protocol サポー
ト (p. 853)

Sec-WebSocket-Protocol
フィールドのサポートを追加
しました。詳細については、
「lWebSocket サブプロトコルを
必要とする $connect ルートの設
定」を参照してください。

HTTP API エクスポー
ト (p. 853)

HTTP API の OpenAPI 3.0 定義
2020 年 4 月 20 日
のエクスポートのサポートが追
加されました。詳細については、
「API Gateway からの HTTP API
のエクスポート」を参照してくだ
さい。

セキュリティドキュメン
ト (p. 853)

セキュリティドキュメントを追
加しました。詳細については、
「Amazon API Gateway のセ
キュリティ」を参照してくださ
い。

ドキュメントが再編されまし
た (p. 853)

開発者ガイドが再編されました。 2020 年 3 月 12 日

HTTP API の一般提供 (p. 853)

一般提供の HTTP API をリリー
スしました。詳細については、
「HTTP API の使用」を参照して
ください。

HTTP API ログ記録 (p. 853)

HTTP API ログでの
2020 年 2 月 26 日
$context.integrationErrorMessage
のサポートが追加されました。詳
細については、「HTTP API ログ
記録変数」を参照してください。

AWSOpenAPI インポート用の変
数 (p. 853)

OpenAPI 定義の AWS 変数のサ
2020 年 2 月 17 日
ポートを追加しました。詳細につ
いては、「OpenAPI インポート
用の AWS 変数」を参照してくだ
さい。

HTTP API (p. 853)

HTTP API のベータ版をリリー
スしました。詳細については、
「HTTP API」を参照してくださ
い。
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ワイルドカードカスタムドメイ
ン名 (p. 853)

ワイルドカードカスタムドメイン 2019 年 10 月 21 日
名のサポートが追加されました。
詳細については、「ワイルドカー
ドカスタムドメイン名」を参照し
てください。

Amazon Kinesis Data Firehose
のログ記録 (p. 853)

アクセスログデータの宛先とし
2019 年 10 月 15 日
て Amazon Kinesis Data Firehose
のサポートが追加されました。
詳細については、「API Gateway
アクセスログ記録の宛先として
Amazon Kinesis Data Firehose を
使用する」を参照してください。

プライベート API を呼び出
すための Route53 エイリア
ス (p. 853)

プライベート API を呼び出すた
めの追加の Route53 エイリアス
DNS レコードのサポートを追
加しました。詳細については、
「Route53 エイリアスを使用し
たプライベート API へのアクセ
ス」を参照してください。

WebSocket API 向けのタグ
ベースのアクセスコントロー
ル (p. 853)

WebSocket API 向けのタグベー
2019 年 6 月 27 日
スのアクセスコントロールのサ
ポートを追加しました。詳細に
ついては、「タグ付けできる API
Gateway リソース」を参照して
ください。

カスタムドメインの TLS バー
ジョンの選択 (p. 853)

カスタムドメインにデプロイさ
2013 年 6 月 20 日
れている API に対して Transport
Layer Security (TLS) バージョン
の選択のサポートを追加しまし
た。「API Gateway のカスタム
ドメインの最小 TLS バージョン
の選択」の注意を参照してくださ
い。

プライベート API 用の VPC エン
ドポイントポリシー (p. 853)

エンドポイントポリシーをイン
2019 年 6 月 4 日
ターフェイスの VPC エンドポイ
ントにアタッチすることで、プ
ライベート API のセキュリティ
を向上させるためのサポートを
追加しました。詳細については、
「API Gateway のプライベート
API 用に VPC エンドポイントポ
リシーを使用する」を参照してく
ださい。

ドキュメントの更新 (p. 853)

「Amazon API Gateway の開
始方法」を書き換えました。
チュートリアルを Amazon API
Gateway のチュートリアルに移
動しました。

855

2019 年 9 月 18 日

2019 年 5 月 29 日

Amazon API Gateway デベロッパーガイド

REST API 向けのタグベースのア
クセスコントロール (p. 853)

REST API 向けのタグベースのア 2019 年 5 月 23 日
クセスコントロールのサポートを
追加しました。詳細については、
「IAM ポリシーでタグを使用し
て API Gateway リソースへのア
クセスを制御する」を参照してく
ださい。

ドキュメントの更新 (p. 853)

6 つのトピック:「Amazon API
Gateway とは」、「チュート
リアル: HTTP プロキシ統合を
使用して API をビルドする」、
「チュートリアル : 3 つの非
プロキシ統合を使用して Calc
REST API を作成する」、「API
Gateway のマッピングテンプ
レートとアクセスのログ記録
の変数リファレンス」、「API
Gateway Lambda オーソライ
ザーの使用」、および「API
Gateway REST API リソースの
CORS を有効にする」を書き換
えました。

サーバーレス開発者ポータルの
改善 (p. 853)

Amazon API Gateway 開発者
2019 年 3 月 28 日
ポータルで API を発行しやすく
するために管理者パネルおよびそ
の他の改善が追加されました。詳
細については、「サーバーレス開
発者ポータルを使用して API を
分類する」を参照してください。

AWS Config のサポー
ト (p. 853)

AWS Config のサポートが追
加されました。詳細について
は、「AWS Config による API
Gateway API 設定のモニタリン
グ」を参照してください。

2019 年 3 月 20 日

AWS CloudFormation のサポー
ト (p. 853)

API Gateway V2 API を AWS
CloudFormation テンプレートリ
ファレンスに追加しました。詳
細については、「Amazon API
Gateway V2 リソースタイプリ
ファレンス」を参照してくださ
い。

2019 年 2 月 7 日

WebSocket API のサポー
ト (p. 853)

WebSocket API のサポートを追
加しました。詳細については、
「Amazon API Gateway での
WebSocket API の作成」を参照
してください。

2018 年 12 月 18 日
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サーバーレスデベロッパーポー
タルが次を経由して利用可能
にAWS Serverless Application
Repository (p. 853)

Amazon API Gateway デベロッ
2018 年 11 月 16 日
パーポータルのサーバーレス
アプリケーションが、AWS
Serverless Application Repository
(GitHub に加えて) から利用でき
るようになりました。詳細につい
ては、「サーバーレス開発者ポー
タルを使用して API Gateway API
を分類する」を参照してくださ
い。

AWS WAF のサポート (p. 853)

AWS WAF (ウェブアプリケー
2018 年 11 月 5 日
ションファイアウォール) のサ
ポートを追加しました。詳細につ
いては、「AWS WAF を使用し
た API へのアクセスの制御」を
参照してください。

サーバーレス開発者ポータ
ル (p. 853)

Amazon API Gateway は、API
2018 年 10 月 29 日
Gateway API を公開するために
デプロイできるサーバーレスア
プリケーションとして、完全にカ
スタマイズ可能な開発者ポータル
を提供します。詳細については、
「サーバーレス開発者ポータルを
使用して API Gateway API を分
類する」を参照してください。

複数値のヘッダーとクエリ
文字列パラメータのサポー
ト (p. 853)

Amazon API Gateway は、同じ
2018 年 10 月 4 日
名前を持つ複数のヘッダーやクエ
リ文字列パラメータをサポートす
るようになりました。詳細につい
ては、「複数値のヘッダーとクエ
リ文字列パラメータのサポート」
を参照してください。

OpenAPI のサポート (p. 853)

Amazon API Gateway
は、OpenAPI (Swagger) 2.0と同
様に OpenAPI 3.0 をサポートす
るようになりました。

ドキュメントの更新 (p. 853)

新しいトピックの「Amazon API 2018 年 9 月 27 日
Gateway リソースポリシーが認
証ワークフローに与える影響」が
追加されました。

AWS X-Ray のアクティブな統
合 (p. 853)

AWS X-Ray を使用して、API を 2018 年 9 月 6 日
経由して基盤となるサービスに
ユーザーリクエストが流れる際
に、そのレイテンシーを追跡し、
分析できるようになりました。詳
細については、「AWS X-Ray を
使用した API Gateway API 実行
のトレース」を参照してくださ
い。
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キャッシュの改善 (p. 853)

API ステージに対してキャッシュ 2018 年 8 月 20 日
を有効にすると、デフォルトでは
GET メソッドのみでキャッシュ
が有効になります。これは、API
の安全性を確保するのに役立ち
ます。オーバーライドするメソッ
ドの設定により、他のメソッドの
キャッシュを有効にできます。詳
細については、「API キャッシュ
を有効にして応答性を強化する」
を参照してください。

サービスの制限の改訂 (p. 853)

いくつかの制限が改訂されていま 2018 年 7 月 13 日
す。アカウントごとの API の数
が増加しました。Create/Import/
Deploy API の API レート制限が
増加しました。いくつかのレー
トは 1 分あたりから 1 秒あたり
に修正されました。詳細につい
ては、「制限」を参照してくださ
い。

API リクエストとレスポンスパラ レスポンスヘッダーとステータス 2018 年 7 月 12 日
メータとヘッダーのオーバーラ
コードと同様に、リクエストヘッ
イド (p. 853)
ダー、クエリ文字列、およびパス
のオーバーライドのサポートが追
加されました。詳細については、
「マッピングテンプレートを使用
して、API のリクエストおよびレ
スポンスパラメータとヘッダーを
オーバーライドする」を参照して
ください。
使用量プランのメソッドレベル
のスロットリング (p. 853)

使用量プラン設定の個々の API
2018 年 7 月 11 日
メソッドのスロットリング制限と
同様に、メソッドあたりのスロッ
トリング制限のデフォルト設定の
サポートが追加されました。これ
らの設定は、ステージ設定で設定
できる既存のアカウントレベルの
スロットリングとデフォルトのメ
ソッドレベルのスロットリング制
限に加えられます。詳細について
は、「API リクエストを調整して
スループットを向上させる」を参
照してください。
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API Gateway 開発者ガイドの更
新通知が RSS から利用可能にな
りました (p. 853)

HTML 版の API Gateway 開発者 2018 年 27 月 6 日
ガイドで、このドキュメント履
歴ページに説明されている更新の
RSS フィードがサポートされる
ようになりました。RSS フィー
ドには、2018 年 6 月 27 日以降
に行われた更新が含まれていま
す。以前に発表された更新は、
このページで引き続き利用できま
す。このフィードにサブスクライ
ブするには、トップメニューパネ
ルの RSS ボタンを使用します。

以前の更新
次の表は、2018 年 6 月 27 日以前の API Gateway デベロッパーガイドの各リリースにおける重要な変更
点を説明するものです。
変更

説明

変更日

プライベート API

プライベート API (p. 630) のサポートが追加されました。これ
は、インターフェイス VPC エンドポイントを介して公開しま
す。プライベート API へのトラフィックは、Amazon のネット
ワークの外には出ません。パブリックインターネットからは隔
離されています。

2018 年 14 月
6日

クロスアカウント
Lambda 認証と統合お
よびクロスアカウント
Amazon Cognito ユー
ザープールオーソライ
ザ―

Lambda オーソライザー関数または API 統合バックエンド
2018 年 4 月
として、別の AWS アカウントから AWS Lambda 関数を
2日
使用します。または、Amazon Cognito ユーザープールを
オーソライザ―として使用します。もう 1 つのアカウント
は、Amazon API Gateway を利用できるリージョンであれば
どのリージョンでもかまいません。詳細については、「the
section called “クロスアカウントの Lambda オーソライザーを
設定する” (p. 266)」、「the section called “チュートリアル: ク
ロスアカウントの Lambda プロキシ統合を使用して API をビル
ドする” (p. 25)」、および「the section called “REST API 用の
クロスアカウントの Amazon Cognito オーソライザーを設定す
る” (p. 276)」を参照してください。

API のリソースポリ
シー

別の AWS アカウントのユーザーが、API に安全にアクセス
するか、指定された送信元 IP アドレス範囲または CIDR ブ
ロックからのみ API を呼び出すことを許可するには、API
Gateway リソースポリシーを使用します。詳細については、
「the section called “API Gateway リソースポリシーの使
用” (p. 226)」を参照してください。

2018 年 4 月
2日

API ゲートウェイリ
ソースのタグ付け

API リクエストのコスト配分と API Gateway でのキャッシン
グのために、API ステージに最大 50 個のタグを付けます。
詳細については、「the section called “タグをセットアップす
る” (p. 456)」を参照してください。

2017 年 12 月
19 日

ペイロードの圧縮と解 サポートされているコンテンツコーディングのいずれかを使
凍
用して圧縮ペイロードで API を呼び出すことができます。
本文マッピングテンプレートが指定されている場合、圧縮
されたペイロードはマッピングの対象となります。詳細につ
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変更

説明

変更日

いては、「the section called “コンテンツのエンコーディン
グ” (p. 506)」を参照してください。
カスタムオーソライ
ザーから発生した API
キー

カスタムオーソライザーから API Gateway に API キーを返し
て、キーを必要とする API メソッドの使用量プランを適用しま
す。詳細については、「the section called “API キーのソースを
選択する” (p. 512)」を参照してください。

2017 年 12 月
19 日

OAuth 2 スコープを使
用した認証

COGNITO_USER_POOLS オーソライザーで、OAuth 2 スコープ
を使用してメソッド呼び出しの認証を有効にします。詳細につ
いては、「the section called “REST API のオーソライザーとし
て Amazon Cognito ユーザープールを使用する” (p. 268)」を参
照してください。

2017 年 14 月
12 日

プライベート統合と
VPC リンク

API Gateway プライベート統合を使用して、クライアントに
VpcLink リソースを通じて VPC の外部から Amazon VPC 内の
HTTP/HTTPS リソースへのアクセスを提供する API を作成し
ます。詳細については、「the section called “チュートリアル:
プライベート統合を使用して API をビルドする” (p. 79)」およ
び「the section called “プライベート統合” (p. 308)」を参照し
てください。

2017 年 11 月
30 日

API テストの Canary
のデプロイ

既存の API デプロイに Canary リリースを追加して、同じス
テージで現在のバージョンを維持しながら、新しいバージョ
ンの API をテストします。Canary リリースのステージトラ
フィックの割合を設定し、個別の CloudWatch Logs ログに記
録された Canary 固有の実行とアクセスを有効にすることがで
きます。詳細については、「the section called “Canary リリー
スのデプロイをセットアップする” (p. 466)」を参照してくださ
い。

2017 年 11 月
28 日

アクセスのログ記録

$context 変数 (p. 365) から派生したデータを使用して、選択し
た形式でクライアントアクセスを API に記録します。詳細につ
いては、「the section called “CloudWatch Logs” (p. 644)」を参
照してください。

2017 年 11 月
21 日

API の Ruby SDK

API 用の Ruby SDK を生成し、それを使用して API メソッド
を呼び出します。詳細については、「the section called “API
の Ruby SDK の生成” (p. 572)」および「the section called “API
Gateway によって生成された Ruby SDK を REST API で使用
する” (p. 424)」を参照してください。

2017 年 11 月
20 日

リージョン API エン
ドポイント

リージョン API エンドポイントを指定して、非モバイルクラ
イアント用の API を作成します。EC2 インスタンスなどの
非モバイルクライアントは、API がデプロイされている同じ
AWS リージョンで実行されます。エッジ最適化 API と同様
に、リージョン API のカスタムドメイン名を作成できます。詳
細については、「the section called “リージョン API を設定す
る” (p. 209)」および「the section called “リージョン別カスタ
ムドメイン名の設定” (p. 492)」を参照してください。

2017 年 11 月
2日

カスタムリクエスト
オーソライザー

カスタムリクエストオーソライザーを使用して、リクエストパ
ラメータにユーザー認証情報を追加して、API メソッド呼び出
しを認証します。リクエストパラメータには、ヘッダーやクエ
リ文字列パラメータだけでなく、ステージ変数やコンテキスト
変数が含まれます。詳細については、「API Gateway Lambda
オーソライザーを使用する (p. 251)」を参照してください。

2017 年 ９ 月
15 日
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ゲートウェイレスポン API リクエストが統合バックエンドに到達しなかった場合に
スのカスタマイズ
API Gateway で生成されるゲートウェイレスポンスをカスタマ
イズします。ゲートウェイのメッセージをカスタマイズするこ
とで、API 固有のカスタムエラーメッセージを発信者に提供で
きます。たとえば、必要な CORS ヘッダーを返したり、ゲー
トウェイレスポンスデータを外部交換の形式に変換したりでき
ます。詳細については、「エラーレスポンスをカスタマイズす
るためのゲートウェイレスポンスのセットアップ (p. 378)」を
参照してください。

2017 年 6 月
6日

Lambda カスタムエ
ラープロパティをメ
ソッドレスポンスの
ヘッダーにマッピング
する

2017 年 6 月
6日

integration.response.body パラメータを使用し
て、Lambda から返される個々のカスタムエラープロパティ
をメソッドレスポンスのヘッダーパラメータにマッピングし
ます。文字列化されたカスタムエラーオブジェクトは、API
Gateway でランタイムに逆シリアル化されます。詳細につい
ては、「API Gateway でカスタム Lambda エラーを処理す
る (p. 301)」を参照してください。

スロットリング制限の アカウントレベルのリクエストの定常レート制限を 10,000 リ
引き上げ
クエスト/秒 (rps) に引き上げ、バースト制限を 5,000 同時リク
エストに引き上げます。詳細については、「API リクエストを
調整してスループットを向上させる (p. 629)」を参照してくだ
さい。

2017 年 6 月
6日

メソッドリクエストの API レベルまたはメソッドレベルで基本的なリクエストの検証
検証
を設定し、API Gateway が受信リクエストを検証できるように
します。API Gateway は、必須のパラメータが設定されていて
空白でないことを確認し、該当するペイロードが設定されたモ
デルに従っていることを確認します。詳細については、「API
Gateway でリクエスト検証を有効にする (p. 318)」を参照して
ください。

2017 年 4 月
11 日

ACM との統合

API のカスタムドメイン名には ACM 証明書を使用しま
す。AWS Certificate Manager で証明書を作成するか、既存の
PEM 形式の証明書を ACM にインポートすることができます。
その後、API のカスタムドメイン名を設定するとき、証明書の
ARN を参照します。詳細については、「REST API のカスタム
ドメイン名を設定する (p. 478)」を参照してください。

2017 年 3 月
9日

API の Java SDK の生
成と呼び出し

API Gateway が API の Java SDK を生成できるようにし、SDK 2017 年 1 月
を使用して Java クライアントで API を呼び出します。詳細に 13 日
ついては、「REST API 用に API Gateway で生成された Java
SDK を使用する (p. 418)」を参照してください。

AWS Marketplace と
の統合

AWS Marketplace を通じて、使用量プランで API を SaaS 製
品として販売します。AWS Marketplace を使用して API の
リーチを拡大します。顧客への請求は AWS Marketplace が自
動的に行います。API Gateway がユーザー認証と使用量計測を
処理できるようにします。詳細については、「SaaS としての
API の販売 (p. 593)」を参照してください。
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API のドキュメントサ
ポートの有効化

API Gateway の DocumentationPart リソースに、API エ
ンティティのドキュメントを追加します。コレクション
DocumentationPart インスタンスのスナップショットを
API ステージに関連付け、DocumentationVersion を作成しま
す。ドキュメントバージョンを Swagger ファイルなどの外部
ファイルにエクスポートすることで、API ドキュメントを発
行します。詳細については、「REST API をドキュメント化す
る (p. 525)」を参照してください。

2016 年 12 月
1日

更新されたカスタム
オーソライザー

カスタムオーソライザー Lambda 関数が、発信者のプリンシ
パル ID を返すようになりました。この関数は、context マッ
プと IAM ポリシーのキー/値ペアとして他の情報を返すことも
できます。詳細については、「Amazon API Gateway Lambda
オーソライザーからの出力 (p. 262)」を参照してください。

2016 年 12 月
1日

バイナリペイロードの API で binaryMediaTypes を設定し、リクエストまたはレスポ
2016 年 11 月
サポート
ンスのバイナリペイロードをサポートします。Integration また 17 日
は IntegrationResponse で contentHandling プロパティを設
定し、ネイティブバイナリ BLOB、Base64 でエンコードされ
た文字列、または変更なしのパススルーのいずれのものとして
バイナリペイロードを処理するかを指定します。詳細について
は、「REST API のバイナリメディアタイプの使用 (p. 393)」
を参照してください。
API のプロキシリソー
スを通じた HTTP ま
たは Lambda バック
エンドとのプロキシ統
合の有効化。

2016 年 ９ 月
{proxy+} の形式の greedy パスパラメータとキャッチオール
の ANY メソッドを使用したプロキシリソースの作成。プロキシ 20 日
リソースは、HTTP または Lambda プロキシ統合を使用して、
それぞれ HTTP または Lambda バックエンドと統合されます。
詳細については、「プロキシリソースとのプロキシ統合を設定
する (p. 280)」を参照してください。

1 つ以上の使用プラン
を提供し、お客様への
提供商品として、API
Gateway で選択した
API を拡張します。

承認済みのリクエストレートとクォータで、選択した API クラ
イアントの特定の API ステージへのアクセスを有効にする API
Gateway の使用プランを作成します。詳細については、「API
キーを使用した使用量プランの作成と使用 (p. 510)」を参照し
てください。

2016 年 8 月
11 日

Amazon Cognito の
ユーザープールを使用
したメソッドレベルの
認証の有効化

Amazon Cognito のユーザープールを作成し、ID プロバイダー
として使用します。ユーザープールに登録されたユーザーにア
クセス付与するメソッドレベルの認証としてユーザープールを
設定できます。詳細については、「Amazon Cognito ユーザー
プールをオーソライザーとして使用して REST API へのアクセ
スを制御する (p. 268)」を参照してください。

2016 年 7 月
28 日

AWS/ApiGateway
名前空間で Amazon
CloudWatch のメトリ
クスとディメンション
を有効にします。

API Gateway のメトリクスが、AWS/ApiGateway の
CloudWatch 名前空間で標準化されるようになりました。API
Gateway コンソールと Amazon CloudWatch コンソールの両方
で表示できます。詳細については、「Amazon API Gateway の
ディメンションとメトリクス (p. 638)」を参照してください。

2016 年 7 月
28 日

カスタムドメイン名の 証明書の更新により、カスタムドメイン名の証明書の有効期限
証明書の更新を有効に が切れる場合に、証明書をアップロードして更新することがで
する
きます。詳細については、「ACM にインポートされた証明書
を更新 (p. 490)」を参照してください。

2016 年 4 月
27 日
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更新された Amazon
API Gateway コン
ソールの変更を文書化
します。

更新された API Gateway コンソールを使用して API を設定す
る方法を説明します。詳細については、「チュートリアル: サ
ンプルをインポートして REST API を作成する (p. 36)」および
「チュートリアル: HTTP 非プロキシ統合を使用して REST API
をビルドする (p. 49)」を参照してください。

2016 年 4 月
5日

API のインポート機能
を有効にして、外部の
API 定義から新しい
API を作成するか、既
存の API を有効にし
ます。

API のインポート機能により、新しい API を作成する
か、Swagger 2.0 で表された外部の API 定義を API Gateway
拡張機能でアップロードして、既存の API を更新できま
す。API のインポートの詳細については、「OpenAPI を使用し
た REST API の設定 (p. 438)」を参照してください。

2016 年 4 月
5日

$input.body 変数を $input.body と $util.parseJson() の詳細については、
公開して、raw ペイ
「API Gateway マッピングテンプレートとアクセスのログ記録
ロードに文字列とし
の変数リファレンス (p. 365)」を参照してください。
てアクセスします。ま
た、$util.parseJson()
関数にアクセスして、
マッピングテンプレー
トで JSON 文字列を
JSON オブジェクトに
変換します。

2016 年 4 月
5日

メソッドレベルの
キャッシュ無効化のク
ライアントリクエスト
を有効にして、リクエ
ストのスロットリング
管理を向上させます。

API ステージレベルのキャッシュをフラッシュし、個別の
キャッシュエントリを無効にします。詳細については、
「API Gateway で API ステージキャッシュをフラッシュす
る (p. 503)」および「API Gateway のキャッシュエントリの無
効化 (p. 504)」を参照してください。API リクエストのスロッ
トリングを管理するためのコンソールの操作を向上させます。
詳細については、「API リクエストを調整してスループットを
向上させる (p. 629)」を参照してください。

2016 年 3 月
25 日

カスタム認証を使用
カスタム許可を実装した AWS Lambda 関数を作成して設定し
した API Gateway API ます。この関数は、API Gateway API のクライアントリクエス
の有効化と呼び出し
トに許可または拒否のアクセス許可を付与する IAM ポリシー
ドキュメントを返します。詳細については、「API Gateway
Lambda オーソライザーを使用する (p. 251)」を参照してくだ
さい。

2016 年 2 月
11 日

Swagger 定義ファイ
ルと拡張機能を使用
した API Gateway API
のインポートとエクス
ポート

Swagger の指定と API Gateway 拡張機能を使用して、API
Gateway API を作成および更新します。API Gateway Importer
を使用して Swagger 定義をインポートします。API Gateway
コンソールまたは API Gateway Export API を使用して、API
Gateway API を Swagger 定義ファイルにエクスポートしま
す。詳細については、「OpenAPI を使用した REST API の設
定 (p. 438)」および「API Gateway から REST API をエクス
ポートする (p. 444)」を参照してください。

2015 年 12 月
18 日

リクエストまたはレス
ポンス本文または本文
の JSON フィールド
を、リクエストまた
はレスポンスパラメー
ターにマッピングしま
す。

メソッドリクエストボディまたはその JSON フィールドを統合
リクエストのパス、クエリ文字列、またはヘッダーにマッピン
グします。統合のレスポンス本文またはその JSON フィールド
をリクエストレスポンスのヘッダーにマッピングします。詳細
については、「Amazon API Gateway API リクエストおよびレ
スポンスデータマッピングリファレンス (p. 360)」を参照して
ください。

2015 年 12 月
18 日
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Amazon API Gateway 設定属性を Amazon API Gateway の API のデプロイステー
でのステージ変数の使 ジに関連付ける方法について説明します。詳細について
用
は、「REST API デプロイのステージ変数のセットアッ
プ (p. 458)」を参照してください。

2015 年 11 月
5日

方法: メソッドの
CORS を有効にする

Amazon API Gateway のメソッドに CORS (Cross-Origin
Resource Sharing) を簡単に有効にできるようになりました。
詳細については、「REST API リソースの CORS を有効にす
る (p. 385)」を参照してください。

2015 年 3 月
11 日

方法: クライアント側
SSL 認証を使用する

Amazon API Gateway を使用して、HTTP バックエンドの
呼び出しを認証するための SSL 証明書を生成します。詳細
については、「バックエンド認証用 SSL 証明書の生成と設
定 (p. 600)」を参照してください。

2015 年 9 月
22 日

メソッドのモック統合 API と Amazon API Gateway のモック統合 (p. 315)方法につい
て説明します。この機能により、デベロッパーは最終的な統合
バックエンドを事前に用意することなく直接 API Gateway か
ら API レスポンスを生成できます。

2015 年 9 月
1日

Amazon Cognito D
プールのサポート

Amazon API Gateway は、$context 変数のスコープを拡張
し、リクエストが Amazon Cognito 認証情報で署名されたとき
に Amazon Cognito ID に関する情報を返すようになりました。
加えて、JavaScript で文字をエスケープして URL と文字列を
エンコードするための $util 変数が追加されました。詳細に
ついては、「API Gateway マッピングテンプレートとアクセ
スのログ記録の変数リファレンス (p. 365)」を参照してくださ
い。

2015 年 8 月
28 日

Swagger 統合

GitHub の Swagger インポートツールを使用して、Amazon
API Gateway に Swagger API の定義をインポートします。
「OpenAPI への API Gateway 拡張機能の使用 (p. 771)」で、
インポートツールを使用した API とメソッドの作成とデプロイ
について詳細を追加しました。Swagger インポートツールを使
用すると、既存の API を更新できます。

2015 年 7 月
21 日

マッピングテンプレー 「$input」で、API Gateway マッピングテンプレートとアク
トリファレンス
セスのログ記録の変数リファレンス (p. 365) パラメータとその
機能について説明を追加しました。

2015 年 7 月
18 日

初回一般リリース

2015 年 7 月
9日

これは API Gateway デベロッパーガイドの最初の一般リリー
スです。
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AWS 用語集
AWS の最新の用語については、AWS 全般リファレンスの AWS の用語集を参照してください。
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